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03財契第A 8号 03福高第 43号 荘川デイサービスセンター給湯機器更新工事
高山市荘川町
新渕地内

㈱大洞水道 9,515,000 令和3年5月18日 令和3年11月30日 令和3年10月4日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 73

02財契第A 364号 02建維第 228号 公共道災　市道大原9号線災害復旧工事
高山市清見町
大原地内

㈱堀川組 37,912,600 令和3年2月16日 令和3年11月11日 令和3年10月5日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A458号 02丹支第189号 3-44 伊太祁曾用水路他　災害復旧工事
高山市丹生川町
板殿地内

㈲月出組 2,200,000 令和3年2月26日 令和4年3月18日 令和3年10月5日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A325号 02朝支第57号 公共道災　市道西洞線災害復旧工事（その3）
高山市朝日町
西洞地内

山下技装㈱ 20,387,400 令和3年2月9日 令和3年9月22日 令和3年10月5日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A82・83号 03丹支第28・29号 3-41 板殿農道　災害復旧工事
高山市丹生川町
板殿地内

㈲西分土建 7,205,000 令和3年7月1日 令和3年11月12日 令和3年10月5日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A 295号 02建維第 198号 公共河災　普通河川保木平谷川災害復旧工事
高山市朝日町
西洞地内

㈲広田土木 11,168,300 令和3年2月2日 令和3年9月30日 令和3年10月8日 簡便型 土木系工事一般 72

02財契第A508号 02建維第269号 公共道災　市道高山スキー場公園線災害復旧工事 高山市岩井町地内 ㈱田川組 9,389,600 令和3年3月23日 令和3年11月30日 令和3年10月8日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A414号 02朝支第60号 公共林災　林道桑名洞線災害復旧工事
高山市朝日町
立岩地内

㈱南組 4,195,400 令和3年2月18日 令和3年9月30日 令和3年10月8日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A 104号 03荘支第 28号 市道惣則一色線舗装修繕工事
高山市荘川町
一色地内

橋本建設㈱ 2,915,000 令和3年7月20日 令和3年10月17日 令和3年10月8日 小規模型 土木系工事一般 76

03財契第A 137号 03飛観第 38号 飛騨高山スキー場　林間コース等路面整備工事 高山市岩井町地内 ㈱田川組 4,675,000 令和3年8月25日 令和3年10月29日 令和3年10月8日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A 111号 03都建第 15号 市営上宝団地屋根塗装工事
高山市上宝町
本郷地内

和仁産業㈱ 3,916,000 令和3年7月14日 令和3年11月30日 令和3年10月11日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 73

03財契第A39・40号 03農務第6・10号 103-61　中家農地災害復旧工事 高山市滝町地内 ㈲中家組 3,674,000 令和3年7月1日 令和3年10月14日 令和3年10月11日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A 20号 03消総第 27号 久々野町大西地内　耐震性防火貯水槽新設工事
高山市久々野町
大西地内

㈲新井建設 8,470,000 令和3年6月1日 令和3年9月30日 令和3年10月12日 簡便型 土木系工事一般 73

03財契第A41・42号 03農務第5・9号 3-16　滝町16号線他災害復旧工事 高山市岩井町他地内 ㈲岩滝建設 5,311,900 令和3年7月12日 令和3年11月18日 令和3年10月12日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A 21号 03消総第 28号 国府町名張地内　耐震性防火貯水槽新設工事
高山市国府町
名張地内

㈱国富建設 9,759,200 令和3年6月1日 令和3年9月30日 令和3年10月12日 簡便型 土木系工事一般 71

03財契第A138号 03上支第53号 農道中山3号線道路修繕工事
高山市上宝町
中山地内

和仁建設㈱ 2,200,000 令和3年8月20日 令和3年12月24日 令和3年10月12日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A 23号 03水上第 28号 市道本町線舗装修繕に伴う配水管布設替工事
高山市七日町
2丁目・3丁目地内

㈲村崎設備 11,037,400 令和3年6月1日 令和3年9月30日 令和3年10月13日 簡便型 土木系工事一般 70

02財契第A438号 02農務第87号 3-17　松倉町8号線他災害復旧工事 高山市松倉町地内 ㈲光永 15,730,000 令和3年3月9日 令和4年3月18日 令和3年10月15日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A75号 03建維第26号 市道花岡冬頭線舗装修繕工事
高山市桐生町
3丁目地内

㈱シモダ道路 5,478,000 令和3年7月6日 令和3年10月5日 令和3年10月18日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A518号 02丹支第219号 103-12 大岩農地災害復旧工事
高山市丹生川町
芦谷地内

㈲月出組 2,668,600 令和3年3月12日 令和4年3月18日 令和3年10月21日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A323号 02朝支第55号 公共道災　市道鈍引線災害復旧工事
高山市朝日町
黒川地内

㈱アクト 6,380,000 令和3年2月2日 令和3年10月29日 令和3年10月22日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A562号 02朝支第87号 公共道災　市道ハチヤ線災害復旧工事（その2）
高山市朝日町
西洞地内

㈱小坂建設 9,564,500 令和3年3月30日 令和4年3月18日 令和3年10月22日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A150号 03丹支第52号 乗鞍バスターミナル地下タンク貯蔵所改修工事
高山市丹生川町
岩井谷地内

㈲こがいと設備 2,728,000 令和3年8月26日 令和3年10月22日 令和3年10月22日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 73

03財契第A97号 03久支第41号 市道橋場西洞線舗装修繕工事
高山市久々野町
久々野地内

㈲タニモト 4,653,000 令和3年7月29日 令和3年10月28日 令和3年10月28日 小規模型 土木系工事一般 73
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02財契第A402号 02農務第71号 103-13　嶋田農地他災害復旧工事 高山市山口町地内 ㈱垣源工業 4,400,000 令和3年2月17日 令和3年12月17日 令和3年11月2日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A147号 03教総第123号 北小学校管理特別教室棟屋根改修工事 高山市桐生町地内 安全防水工事㈱ 2,937,000 令和3年9月1日 令和3年10月29日 令和3年11月5日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 72

02財契第A 382号 02建維第 235号 公共道災　市道旗鉾曽手線災害復旧工事
高山市丹生川町
旗鉾地内

㈱丸技巧 41,013,500 令和3年2月24日 令和3年10月29日 令和3年11月5日 簡便型 土木系工事一般 77

03財契第A107号 03環推第9号 五色ヶ原の森　池之俣治山資材運搬路災害復旧工事
高山市丹生川町
池之俣地内

㈱ワタセ 6,875,000 令和3年7月20日 令和3年12月1日 令和3年11月5日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A 7号 03福高第 42号 荘川デイサービスセンター屋根塗装等改修工事
高山市荘川町
新渕地内

蒲屋工業㈱ 13,875,400 令和3年5月25日 令和3年11月30日 令和3年11月8日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 75

03財契第A132号 03国支第60号 市道曙線舗装修繕工事
高山市国府町
鶴巣地内

川端土建㈱ 4,089,800 令和3年8月19日 令和3年10月27日 令和3年11月8日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A 540号 02水上第 156号 西洞配水区　県道御岳山朝日線配水管災害復旧工事（本復旧）
高山市朝日町
一之宿地内

㈲桜本配管工事店 4,719,000 令和3年3月10日 令和3年11月30日 令和3年11月9日 小規模型 土木系工事一般 71

02財契第A289号 02飛観第42号 飛騨民俗村　旧富田家住宅修理工事 高山市上岡本町地内 ㈱イコクヤ 28,884,900 令和3年2月2日 令和3年10月31日 令和3年11月9日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 74

03財契第A 165号 03水上第 84号 中洞導水管災害復旧（その2）工事
高山市高根町
中洞地内

㈱岩佐鐵工所 3,575,000 令和3年9月8日 令和3年10月29日 令和3年11月9日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A 34号 03飛観第 23号 飛騨高山スキー場　乗鞍高原管理事務所、高速ペアリフト乗場解体工事 高山市岩井町地内 ㈲高原建機 11,440,000 令和3年7月6日 令和3年10月29日 令和3年11月10日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 75

03財契第A114号 03市ス第55号 国府Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館屋根改修工事
高山市国府町
広瀬町地内

安全防水工事㈱ 2,970,000 令和3年7月21日 令和3年10月29日 令和3年11月10日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 74

03財契第A103号 03上支第42号 あかんだな駐車場区画線修繕工事
高山市奥飛騨温泉郷
平湯地内

㈱アルプスサイン
高山営業所

6,270,000 令和3年7月20日 令和3年11月1日 令和3年11月10日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A467号 02上支第141号 公共林災　林道大原線災害復旧工事
高山市上宝町
鼠餅地内

森本建設㈱ 6,006,000 令和3年3月9日 令和4年3月18日 令和3年11月10日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A468号 02上支第142号 公共林災　林道宮谷～明ヶ谷線災害復旧工事
高山市上宝町
蔵柱地内

森本建設㈱ 6,551,600 令和3年3月9日 令和4年3月18日 令和3年11月10日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A465号 02上支第144号 3-87　下嶋用水頭首工災害復旧工事
高山市奥飛騨温泉郷
福地地内

㈱金岡建設 11,825,000 令和3年3月9日 令和4年3月18日 令和3年11月10日 簡便型 土木系工事一般 73

03財契第A 17号 03水上第 26号 県道町方高山線道路改良に伴う配水管布設替工事
高山市丹生川町
町方地内

㈲こがいと設備 2,867,700 令和3年5月19日 令和3年11月30日 令和3年11月10日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A 492号 02建維第 263号 公共道災　市道西洞線災害復旧工事
高山市朝日町
西洞地内

㈱水口土建 13,582,800 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和3年11月11日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A417号 02丹支第179号 公共林災　林道駄吉線災害復旧工事（1号箇所）
高山市丹生川町
駄吉地内

㈱タナカ技建 14,718,000 令和3年3月2日 令和3年10月29日 令和3年11月11日 簡便型 土木系工事一般 71

02財契第A418号 02丹支第180号 公共林災　林道駄吉線災害復旧工事（2・3号箇所）
高山市丹生川町
駄吉地内

㈱タナカ技建 18,099,400 令和3年3月2日 令和3年10月29日 令和3年11月11日 簡便型 土木系工事一般 72

02財契第A 545号 02朝支第 84号 103-48 和賀登農地災害復旧工事
高山市朝日町
宮之前地内

㈱南組 2,420,000 令和3年3月18日 令和4年3月18日 令和3年11月11日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A321号 02朝支第53号 公共道災　市道寺附線災害復旧工事（その3）
高山市朝日町
寺附地内

㈱南組 25,713,600 令和3年2月9日 令和3年10月29日 令和3年11月11日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A408号 02朝支第69号 公共道災　市道青屋線災害復旧工事
高山市朝日町
青屋地内

ヒダ道路㈱ 6,241,400 令和3年3月9日 令和3年10月29日 令和3年11月11日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A96号 03久支第40号 市道山梨１号線舗装修繕工事
高山市久々野町
山梨地内

㈱長瀬土建 4,730,000 令和3年7月30日 令和3年10月29日 令和3年11月11日 小規模型 土木系工事一般 76

03財契第A108号 03教文第47号 高山祭屋台防災施設（豊明台屋台蔵）修理工事 高山市大新町地内 ㈲ハシモトハウス 3,443,000 令和3年7月14日 令和3年12月13日 令和3年11月12日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 72

03財契第A80号 03建設第23号 市道上組16号線（上組2号橋）橋りょう長寿命化改良工事
高山市久々野町
無数河地内

㈲新井建設 6,637,400 令和3年8月2日 令和3年11月2日 令和3年11月15日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A 113号 03市ス第 56号 本郷屋内運動場屋根改修工事
高山市上宝町
本郷地内

㈲佐藤板金工業 4,664,000 令和3年7月21日 令和3年11月30日 令和3年11月16日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 72

03財契第A29号 03上支第28号 林道改良工事（双六～瀬戸線）
高山市上宝町
金木戸地内

㈲下仲組 9,900,000 令和3年6月15日 令和3年11月26日 令和3年11月16日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A 539号 02水上第 155号 黒川配水区　導水管災害復旧工事（本復旧）
高山市朝日町
黒川地内

㈱蜘手製材所 4,989,600 令和3年3月23日 令和3年11月30日 令和3年11月19日 小規模型 土木系工事一般 73



令和3年度　11月度(No.2)　　工事成績評定点一覧表

契約番号 工事番号 工事名 工事場所 受注者名
最終

契約金額
工期（始期） 工期（終期） 完成検査日 評定タイプ 対象工種

工事成績
評定点

備　　考

03財契第A 95号 03建維第 40号 市道名田相生線消融雪側溝整備工事 高山市花川町地内 ㈲光永 11,684,200 令和3年9月1日 令和4年1月31日 令和3年11月22日 簡便型 土木系工事一般 73

03財契第A 48・49号 03農務第 11・12号 103-27　川尻農地他災害復旧工事 高山市漆垣内町地内 ㈱田川組 5,566,000 令和3年9月15日 令和4年1月22日 令和3年11月22日 簡便型 土木系工事一般 73

03財契第A 206号 03清支第 54号 市道坂下3号線側溝修繕工事
高山市清見町
坂下地内

㈱堀川組 2,033,900 令和3年9月28日 令和4年1月21日 令和3年11月22日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A90・91号 03丹支第34・35号 103-57　大西木岡農地他災害復旧工事
高山市丹生川町
板殿地内

㈲西分土建 5,250,300 令和3年7月9日 令和3年11月15日 令和3年11月24日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A115号 03水下第170号 農集　野々俣処理場曝気攪拌装置更新工事
高山市荘川町
野々俣地内

㈱岩佐鐵工所 4,950,000 令和3年8月3日 令和3年11月12日 令和3年11月25日 小規模型 機械設備工事 75

02財契第A328号 02都市第60号 市道上一之町花里線電線共同溝工事（1-1工区）
高山市花里町
6丁目地内他

大昌建設㈱ 75,814,200 令和3年2月16日 令和3年11月15日 令和3年11月26日 標準型 土木系工事一般 75

02財契第A329号 02都市第61号 市道上一之町花里線電線共同溝工事（1-2工区） 高山市上一之町地内他 ㈱嶋田建設 84,323,800 令和3年2月16日 令和3年11月15日 令和3年11月26日 標準型 土木系工事一般 78

03財契第A145号 03丹支第54号 市道小野白井線道路修繕（落石防止網）工事
高山市丹生川町
小野地内

㈱技翔 7,700,000 令和3年9月7日 令和3年11月30日 令和3年11月26日 簡便型 土木系工事一般 76

02財契第A 536号 02朝支第 81号 3-69 宮之前用水災害復旧工事
高山市朝日町
宮之前地内

㈱アクト 9,977,000 令和3年3月23日 令和4年3月18日 令和3年11月29日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A565号 02朝支第62号 公共林災　林道駄吉線災害復旧工事（7号箇所）
高山市朝日町
青屋地内

㈱アクト 21,630,400 令和3年3月30日 令和4年3月18日 令和3年11月29日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A431号 02建維第252号 公共道災　市道江名子20号線他災害復旧工事 高山市江名子町地内 ㈲マウス技建 8,110,300 令和3年3月9日 令和3年11月30日 令和3年11月29日 簡便型 土木系工事一般 73

03財契第A 144号 03建維第 71号 市道本町線舗装修繕工事
高山市七日町
2丁目地内他

ヒダ道路㈱ 5,608,900 令和3年9月7日 令和3年11月30日 令和3年11月30日 簡便型 土木系工事一般 73



令和3年度　12月度 (No.1)　　工事成績評定点一覧表　

契約番号 工事番号 工事名 工事場所 受注者名
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工期（始期） 工期（終期） 完成検査日 評定タイプ 対象工種

工事成績
評定点

備　　考

03財契第A 68号 03建維第 23号 市道松之木合崎線舗装修繕工事 高山市三福寺町地内 ㈱長瀬土建 14,465,000 令和3年8月1日 令和3年11月18日 令和3年12月1日 簡便型 土木系工事一般 76

02財契第A 374号 02清支第 101号 3-32　彦谷用水路災害復旧工事
高山市清見町
夏厩地内

㈲清高建設 10,890,000 令和3年2月24日 令和3年12月17日 令和3年12月2日 簡便型 土木系工事一般 71

03財契第A45号 03水下第138号 公共　下切町他中継施設更新工事 高山市下切町他地内 ㈱アクアテック 6,363,500 令和3年8月11日 令和4年2月10日 令和3年12月2日 簡便型 機械設備工事 73

02財契第A 386号 02建維第 239号 公共道災　市道日面岩井谷線災害復旧工事
高山市丹生川町
駄吉地内

㈱松葉組 82,377,900 令和3年3月2日 令和4年3月11日 令和3年12月3日 標準型 土木系工事一般 76

03財契第A9号 03荘支第15号 牛丸地区雑用水配管布設工事
高山市荘川町
牛丸地内

㈲奥美濃設備 16,421,900 令和3年5月25日 令和4年1月28日 令和3年12月6日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A 153号 03都建第 17号 市営甲さわら団地屋根等塗装改修工事
高山市朝日町
甲地内

金子工業㈱
高山支店

8,360,000 令和3年9月7日 令和3年12月15日 令和3年12月6日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 77

03財契第A 190号 03建維第 92号 市道塩屋見座線道路修繕工事 高山市大島町地内 ㈱トータルワーク錦 4,638,700 令和3年9月22日 令和3年12月24日 令和3年12月7日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A188号 03建維第95号 市道本郷吉野3号線応急仮工事
高山市上宝町
吉野地内

森本建設㈱ 20,207,000 令和3年8月16日 令和3年11月30日 令和3年12月7日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A140号 03上支第54号 市道福地線側溝修繕工事
高山市奥飛騨温泉郷
福地地内

㈱金岡建設 4,939,000 令和3年8月20日 令和3年12月24日 令和3年12月7日 小規模型 土木系工事一般 76

03財契第A141号 03上支第55号 市道宮原新田線舗装修繕工事
高山市上宝町
宮原地内

宝興建設㈱ 6,146,800 令和3年9月7日 令和3年12月24日 令和3年12月7日 簡便型 土木系工事一般 76

03財契第A87号 03水下第156号 農集秋神処理区災害復旧工事（西洞工区 その2）
高山市朝日町
西洞地内

㈱岩佐鐵工所 5,738,700 令和3年7月26日 令和3年11月28日 令和3年12月7日 簡便型 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事 75

03財契第A88号 03水下第157号 農集秋神処理区災害復旧工事（一之宿工区）
高山市朝日町
一之宿地内

㈱岩佐鐵工所 6,683,600 令和3年7月26日 令和3年11月28日 令和3年12月7日 簡便型 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事 75

03財契第A112号 03市ス第54号 清見高齢者運動広場屋根防水改修工事
高山市清見町
三日町地内

㈱大装
高山支店

7,107,100 令和3年7月27日 令和3年11月30日 令和3年12月8日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 74

03財契第A373号 03建維第241号 公共河災　普通河川岩井谷川災害復旧工事 高山市岩井町地内 ㈲中家組 16,273,400 令和3年2月24日 令和3年11月30日 令和3年12月8日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A 541号 02水上第 158号 西洞配水区　市道西洞線配水管災害復旧工事（本復旧）
高山市朝日町
西洞地内

㈲広田土木 9,020,000 令和3年3月23日 令和3年11月30日 令和3年12月8日 簡便型 土木系工事一般 71

02財契第A547号 02水上第159号 西洞配水区　市道ハチヤ線配水管災害復旧工事（本復旧）
高山市朝日町
西洞地内

㈲広田土木 2,820,400 令和3年3月10日 令和4年3月18日 令和3年12月8日 小規模型 土木系工事一般 72

02財契第A416号 02丹支第178号 公共林災　林道山口（丹生川）線災害復旧工事
高山市丹生川町
山口地内

㈲梅地土建 16,647,400 令和3年3月2日 令和3年11月30日 令和3年12月8日 簡便型 土木系工事一般 76

03財契第A 187号 03清支第 50号 市道夏厩3号線舗装修繕工事
高山市清見町
夏厩地内

㈲清高建設 2,310,000 令和3年9月14日 令和3年12月17日 令和3年12月8日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A 186号 03清支第 51号 市道三ツ谷1号線舗装修繕工事
高山市清見町
三ツ谷地内

㈲橋詰設備 2,266,000 令和3年9月14日 令和3年12月17日 令和3年12月8日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A 12号 03飛観第 16号 飛騨高山スキー場　第1ペアリフト減速機更新工事 高山市岩井町地内 安全索道㈱ 9,900,000 令和3年5月18日 令和3年11月30日 令和3年12月9日 簡便型 機械設備工事 73

02財契第A 549号 02水上第 160号 岩滝配水区　災害復旧工事（本復旧） 高山市滝町地内 坂本設備工業㈱ 3,297,800 令和3年3月10日 令和3年11月30日 令和3年12月9日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A394号 02農務第72号 103-14　屼ノ下農地他災害復旧工事 高山市山口町地内 ㈱技翔 2,575,100 令和3年2月17日 令和3年12月17日 令和3年12月9日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A 33号 03国支第 27号 しぶきの湯遊湯館浄化槽設備更新工事
高山市国府町
宇津江地内

㈱洞口設備工業 2,530,000 令和3年6月10日 令和3年11月30日 令和3年12月9日 小規模型 機械設備工事 73

03財契第A 183号 03水上第 87号 市道塩屋松之木線配水施設拡張工事 高山市漆垣内町地内 坂本設備工業㈱ 3,355,000 令和3年9月15日 令和3年11月30日 令和3年12月9日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A 151号 03荘支第 39号 市道中畑5号線舗装修繕工事
高山市荘川町
中畑地内

森建設㈱ 2,475,000 令和3年9月2日 令和3年11月30日 令和3年12月9日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A 129号 03飛観第 37号 飛騨高山スキー場　第1ペアリフト握索機更新工事 高山市岩井町地内 安全索道㈱ 9,680,000 令和3年8月24日 令和3年11月30日 令和3年12月9日 簡便型 機械設備工事 73

02財契第A 381号 02高支第 92号 公共河災 普通河川前谷川他災害復旧工事
高山市高根町
中洞地内

㈲中田土建 19,750,500 令和3年3月2日 令和3年11月30日 令和3年12月10日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A24号 03飛観第18号 飛騨民俗村高圧受電設備改修工事
高山市上岡本町
1丁目地内

高山電気工事㈱ 23,650,000 令和3年6月8日 令和4年3月7日 令和3年12月10日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 77
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02財契第A 354号 02建維第 221号 公共道災　市道山口5号線他災害復旧工事 高山市山口町地内他 高村建設㈱ 17,930,000 令和3年2月16日 令和3年11月30日 令和3年12月13日 簡便型 土木系工事一般 76

02財契第A 403号 02建維第 245号 公共道災　市道宮之前猪之鼻線災害復旧工事（その2）
高山市朝日町
宮之前地内

山下技装㈱ 39,309,600 令和3年3月2日 令和3年11月30日 令和3年12月13日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A475号 02建維第255号 公共河災　普通河川下之谷川他災害復旧工事
高山市丹生川町
駄吉地内

沢田建設工業㈱ 18,533,900 令和3年3月9日 令和3年11月30日 令和3年12月13日 簡便型 土木系工事一般 72

02財契第A389号 02建維第243号 公共河災　普通河川久手川災害復旧工事（その5）
高山市丹生川町
旗鉾地内

㈱丸技巧 29,818,800 令和3年3月9日 令和3年11月30日 令和3年12月13日 簡便型 土木系工事一般 79

02財契第A405号 02建維第249号 公共道災　市道日面曽手線災害復旧工事
高山市丹生川町
曽手地内

㈱丸技巧 24,207,700 令和3年3月2日 令和3年11月30日 令和3年12月13日 簡便型 土木系工事一般 77

02財契第A419号 02丹支第181号 公共林災　林道駄吉線災害復旧工事（4号箇所）
高山市丹生川町
駄吉地内

㈱タナカ技建 25,308,800 令和3年3月2日 令和3年11月30日 令和3年12月13日 簡便型 土木系工事一般 71

02財契第A387号 02建維第240号 公共道災　市道宮原新田線災害復旧工事
高山市上宝町
新田地内

和仁建設㈱ 64,818,600 令和3年3月2日 令和4年1月28日 令和3年12月15日 標準型 土木系工事一般 78

02財契第A457号 02丹支第201号 3-81　下の谷頭首工災害復旧工事
高山市丹生川町
駄吉地内

野口建設㈱ 2,090,000 令和3年2月26日 令和4年3月18日 令和3年12月15日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A452号 02丹支第186号 3-40 笠根用水路災害復旧工事
高山市丹生川町
日面地内

桜木建設㈱ 2,486,000 令和3年2月26日 令和4年3月18日 令和3年12月15日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A93号 03飛観第26号 飛騨高山スキー場　もみの木ゲレンデ復旧工事 高山市岩井町地内 大山土木㈱ 95,436,000 令和3年8月16日 令和3年12月10日 令和3年12月17日 標準型 土木系工事一般 83

02財契第A491号 02建維第265号 公共道災　市道日面線災害復旧工事
高山市丹生川町
日面地内

㈱杉建 39,551,600 令和3年3月16日 令和4年1月31日 令和3年12月20日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A44号 03水下第137号 公共　上切町他中継施設更新工事 高山市上切町他地内 高橋建設㈱ 6,358,000 令和3年7月1日 令和3年12月31日 令和3年12月20日 簡便型 機械設備工事 74

02財契第A385号 02建維第238号 公共道災　市道ハチヤ線災害復旧工事
高山市朝日町
西洞地内

㈱水口土建 84,458,000 令和3年3月2日 令和4年3月18日 令和3年12月21日 標準型 土木系工事一般 75

02財契第A 476号 02建維第 257号 公共道災　市道西洞線他災害復旧工事（その2）
高山市朝日町
西洞地内

㈱水口土建 55,749,100 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和3年12月21日 標準型 土木系工事一般 75

03財契第A 102号 03宮支第 34号 モンデウススキー場第4ペアリフト整備工事
高山市一之宮町
字苅安地内

安全索道㈱ 2,288,000 令和3年7月5日 令和3年12月10日 令和3年12月21日 小規模型 機械設備工事 73

03財契第A 128号 03宮支第 35号 モンデウススキー場第1クワッドリフト整備工事
高山市一之宮町
字苅安地内

ＪＦＥプラントエンジ㈱ 8,427,100 令和3年8月24日 令和3年12月10日 令和3年12月21日 簡便型 機械設備工事 72

02財契第A 567号 02久支第 140号 公共林災　林道八尺谷線災害復旧工事
高山市久々野町
山梨地内

㈲島田組 9,548,000 令和3年3月30日 令和4年3月18日 令和3年12月22日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A 494号 02建維第 262号 公共道災　市道塩屋見座線他災害復旧工事 高山市大島町地内 ㈱鉞組 17,455,900 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和3年12月22日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A356号 02建維第224号 公共河災　普通河川久手川災害復旧工事
高山市丹生川町
久手地内

㈱洞口工務店 53,757,000 令和3年2月24日 令和3年12月10日 令和3年12月23日 標準型 土木系工事一般 69

03財契第A242号 03国支第 85号 市道巾下13号線舗装修繕工事
高山市国府町
宇津江3区地内

㈱丸技巧 3,289,000 令和3年11月11日 令和4年1月28日 令和3年12月23日 小規模型 土木系工事一般 77

03財契第A 13号 03市生第 9号 奥飛騨総合文化センター外壁改修工事 高山市奥飛騨温泉郷地内 ㈱古橋組 34,650,000 令和3年5月25日 令和3年12月10日 令和3年12月23日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 78

03財契第A89号 03水下第155号 農集秋神処理区災害復旧工事（西洞工区）
高山市朝日町
西洞地内

㈲広田土木 12,582,900 令和3年7月6日 令和3年12月14日 令和3年12月23日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A396号 02農務第78号 3-4　川尻頭首工災害復旧工事 高山市滝町地内 ㈲中家組 6,429,500 令和3年3月2日 令和3年12月17日 令和3年12月24日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A441号 02農務第91号 3-35　寺東用水頭首工災害復旧工事 高山市岩井町地内 ㈲中家組 2,090,000 令和3年2月24日 令和4年3月18日 令和3年12月24日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A22号 03久支第17号 アルコピアスキー場リフト整備工事
高山市久々野町
無数河地内

日本ケーブル㈱
長野支店

10,340,000 令和3年6月1日 令和3年12月15日 令和3年12月24日 簡便型 機械設備工事 73

03財契第A149号 03久支第64号 アルコピアスキー場取水ポンプ更新工事
高山市久々野町
無数河地内

荏原実業㈱
中部営業所

2,398,000 令和3年9月1日 令和3年12月21日 令和3年12月24日 小規模型 機械設備工事 74

03財契第A135号 03国支第58号 林道宮谷～明ヶ谷線舗装新設工事
高山市国府町
宮地地内

㈱丸技巧 14,905,000 令和3年9月20日 令和3年12月17日 令和3年12月24日 簡便型 土木系工事一般 76

03財契第A46号 03水下第139号 特環　一之宮町中継施設更新工事 高山市一之宮町地内 飛騨冷凍空調㈱ 5,995,000 令和3年8月11日 令和4年2月10日 令和3年12月24日 簡便型 機械設備工事 76
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03財契第A105号 03建維第45号 市道上二之町大新町線側溝修繕工事
高山市大新町
1丁目地内

高成建設㈱ 11,108,900 令和3年7月27日 令和3年12月22日 令和3年12月27日 簡便型 土木系工事一般 73

03財契第A260号 03上支第81号 市道大久保2号線舗装修繕工事
高山市上宝町
長倉地内

和仁産業㈱ 2,543,200 令和3年11月12日 令和4年3月18日 令和3年12月27日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A 234号 03清支第 63号 市道三ツ谷5号線側溝修繕工事
高山市清見町
三ツ谷地内

㈱松葉組 2,184,600 令和3年10月20日 令和4年1月31日 令和3年12月27日 小規模型 土木系工事一般 73


