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02財契第A311号 02丹支第164号 公共道災　市道日面線災害復旧工事（その２）
高山市丹生川町
日面地内

㈲西分土建 9,993,500 令和3年2月2日 令和3年4月30日 令和3年5月10日 簡便型 土木系工事一般 70

02財契第A519号 02丹支第218号 103-10 大平農地他災害復旧工事
高山市丹生川町
久手地内

㈱洞口工務店 3,841,200 令和3年3月12日 令和4年3月18日 令和3年5月18日 小規模型 土木系工事一般 73

2財契第A 340号 2上支第 131号 公共橋災　市道上大平線（永富橋）災害復旧工事
高山市上宝町
蔵柱地内

㈲下仲組 6,745,200 令和3年2月9日 令和3年7月2日 令和3年5月20日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A334号 02清支第96号 公共河災　普通河川松谷川災害復旧工事
高山市清見町
大原地内

㈱堀川組 10,395,000 令和3年2月9日 令和3年7月23日 令和3年5月21日 簡便型 土木系工事一般 75

2財契第A 380号 2高支第 91号 公共道災 市道鳥屋ノ谷線災害復旧工事
高山市高根町
猪之鼻地内

㈲中田土建 7,150,000 令和3年3月2日 令和3年7月9日 令和3年5月31日 簡便型 土木系工事一般 74
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2財契第A 341号 2上支第 132号 公共道災　市道中尾線災害復旧工事
高山市奥飛騨温泉郷
中尾地内

蒲田建設㈱ 6,930,000 令和3年2月9日 令和3年7月2日 令和3年6月3日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A 330号 02建維第 205号 公共河災　普通河川麻畑谷川災害復旧工事 高山市塩屋町地内 沢田建設工業㈱ 6,347,000 令和3年2月2日 令和3年6月11日 令和3年6月4日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A312号 02丹支第165号 公共道災　市道板殿３号線災害復旧工事
高山市丹生川町
板殿地内

㈲西分土建 8,085,000 令和3年2月2日 令和3年6月30日 令和3年6月7日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A 366号 02丹支第 170号 公共林災　林道三尾河線災害復旧工事
高山市丹生川町
日面地内

㈱洞口工務店 2,992,000 令和3年2月12日 令和3年8月20日 令和3年6月7日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A 367号 02丹支第 171号 公共林災　林道上小野線災害復旧工事
高山市丹生川町
小野地内

㈲西分土建 2,750,000 令和3年2月12日 令和3年8月20日 令和3年6月7日 小規模型 土木系工事一般 73

2財契第A 283号 2水上第 132号 立岩配水区　導水管復旧工事
高山市朝日町
立岩地内

㈱蜘手製材所 9,616,200 令和3年1月26日 令和3年5月28日 令和3年6月8日 簡便型 土木系工事一般 70

2財契第A 315号 2荘支第 68号 公共道災　市道三谷3号線災害復旧工事
高山市荘川町
三谷地内

橋本建設㈱ 19,866,000 令和3年2月9日 令和3年8月31日 令和3年6月8日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A443号 02農務第76号 103-1　木村・長瀬農地災害復旧工事 高山市上野町地内 ㈲マウス技建 4,544,100 令和3年2月24日 令和4年3月18日 令和3年6月10日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A574号 02国支第142号 市道三日町木曽垣内線側溝修繕工事
高山市国府町
三日町地内

㈱石地組 4,837,800 令和3年3月26日 令和3年6月30日 令和3年6月11日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A335号 02清支第97号 公共河災　普通河川日面川災害復旧工事
高山市清見町
藤瀬地内

㈲梅地土建 6,490,000 令和3年2月9日 令和3年6月25日 令和3年6月11日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A369号 02清支第99号 公共林災　林道日谷線災害復旧工事
高山市清見町
三ツ谷地内

㈲清高建設 4,730,000 令和3年2月12日 令和3年6月25日 令和3年6月11日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A520号 02丹支第217号 103-8 河合農地災害復旧工事
高山市丹生川町
日面地内

㈲西分土建 1,984,400 令和3年3月12日 令和4年3月18日 令和3年6月17日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A459号 02丹支第198号 103-55　黄安農地災害復旧工事
高山市丹生川町
大萱地内

㈱洞口工務店 1,650,000 令和3年2月26日 令和4年3月18日 令和3年6月17日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A398号 02農務第79号 3-14　円徳寺頭首工災害復旧工事 高山市漆垣内町地内 ㈲セフテム 7,305,100 令和3年3月2日 令和3年12月17日 令和3年6月22日 簡便型 土木系工事一般 69

02財契第A316号 02久支第109号 公共道災　市道反保5号線災害復旧工事
高山市久々野町
久々野地内

㈲島田組 6,530,700 令和3年2月2日 令和3年6月16日 令和3年6月25日 簡便型 土木系工事一般 74

2財契第A 434号 2荘支第 73号 003-38　ダナ用水路災害復旧工事
高山市荘川町
黒谷地内

森建設㈱ 7,196,200 令和3年3月9日 令和3年7月30日 令和3年6月25日 簡便型 土木系工事一般 70

2財契第A 572号 2荘支第 75号 市道平頭町屋線側溝修繕工事
高山市荘川町
町屋地内

橋本建設㈱ 4,750,900 令和3年3月24日 令和3年7月30日 令和3年6月25日 小規模型 土木系工事一般 77

2財契第A 571号 2荘支第 76号 市道牛丸日照線側溝修繕工事（その２）
高山市荘川町
牛丸地内

森建設㈱ 4,675,000 令和3年3月24日 令和3年7月30日 令和3年6月25日 小規模型 土木系工事一般 72

02財契第A317号 02久支第111号 公共道災　市道片籠６号線災害復旧工事
高山市久々野町
渚地内

㈲島田組 5,921,300 令和3年2月2日 令和3年6月16日 令和3年6月28日 簡便型 土木系工事一般 74

2財契第A 440号 2農務第 90号 3-34　乾畑用水路他災害復旧工事 高山市滝町地内 ㈱トータルワーク錦 3,681,700 令和3年2月24日 令和4年3月18日 令和3年6月30日 小規模型 土木系工事一般 70


