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03財契第A313号 03上支第96号 Ｒ３公共道災　市道双六金木戸線災害復旧工事
高山市
上宝町双六地内

(有)下仲組 9,040,900 令和4年4月4日 令和5年3月17日 令和4年7月7日 簡便型 土木系工事一般 72

03財契第A436号 03上支第118号 市道　宮原新田線舗装修繕工事 高山市上宝町宮原地内 森本建設（株） 5,263,500 令和4年3月16日 令和4年9月30日 令和4年7月7日 簡便型 土木系工事一般 73

03財契第A310号 03建維第171号 R3公共道災　市道北方国府線災害復旧工事
高山市
丹生川町下保地内

（株）ワタセ 8,054,200 令和4年4月4日 令和5年3月17日 令和4年7月7日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A438号 03宮支第64号 市道 野添・洞線 舗装修繕工事
高山市
一之宮町洞下地内

（有）山下土建 5,044,600 令和4年3月22日 令和4年6月30日 令和4年7月12日 簡便型 土木系工事一般 73

03財契第A441号 03朝支第79号 市道下甲漆塚線他舗装修繕工事 高山市朝日町甲地内 （有）フル永建設 3,674,000 令和4年3月24日 令和4年8月31日 令和4年7月13日 小規模型 土木系工事一般 71

03財契第A227号 03丹支第81号 公共河災　普通河川滝ヶ洞谷川他災害復旧工事
高山市
丹生川町下保地内

（有）月出組 10,285,000 令和4年4月4日 令和5年3月17日 令和4年7月15日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A407号 03農務第66号 R3　103-4　川尻農地災害復旧工事 高山市松之木町地内 （株）田川組 2,552,000 令和4年3月28日 令和5年3月10日 令和4年7月15日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A424号 03建維第245号 橋梁修繕（片井田橋）工事 高山市松之木町地内 高成建設（株） 3,372,600 令和4年3月2日 令和4年7月29日 令和4年7月25日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A408号 03農務第67号 R3　103-9　塚腰農地災害復旧工事 高山市漆垣内町地内 （有）広田土木 2,398,000 令和4年4月4日 令和5年3月17日 令和4年7月25日 小規模型 土木系工事一般 72

04財契第A19号 04建維第43号 市道西之一色上岡本2号線舗装修繕工事
高山市
上岡本1丁目地内

（株）シモダ道路 2,090,000 令和4年6月1日 令和4年7月22日 令和4年7月26日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A323号 03水下第231号 特環　荘川浄化センター曝気装置制御ユニット更新工事
高山市
荘川町牛丸地内

（株）大洞水道 6,314,000 令和4年1月18日 令和4年11月18日 令和4年7月26日 簡便型 機械設備工事 74

04財契第A2号 04市生第8号 高山市民文化会館地下タンクＦＲＰライニング工事
高山市
昭和町1丁目地内

（株）山善商店 4,114,000 令和4年4月20日 令和4年7月20日 令和4年7月26日 小規模型 土木系工事一般 74
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03財契第A309号 03建維第170号 R3公共道災　市道上切下切線災害復旧工事 高山市中切町地内 （有）芦谷土建 4,892,800 令和4年4月4日 令和5年3月17日 令和4年8月2日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A425号 03荘支第68号 市道六厩桐ヶ洞線側溝修繕工事（その２）
高山市
荘川町六厩地内

橋本建設（株） 4,218,500 令和4年3月17日 令和4年7月29日 令和4年8月5日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A47号 03丹支第23号 公共林災　林道白井線災害復旧工事
高山市
丹生川町白井地内

（株）タナカ技建 11,132,000 令和3年7月30日 令和4年3月18日 令和4年8月8日 簡便型 土木系工事一般 65

03財契第A50号 03丹支第24号 公共林災　林道魚淵線災害復旧工事
高山市
丹生川町駄吉地内

（株）タナカ技建 7,774,800 令和3年8月13日 令和4年3月18日 令和4年8月8日 簡便型 土木系工事一般 65

03財契第A426号 03建維第247号 市道大島滝線側溝修繕工事 高山市岩井町地内 （有）中家組 4,661,800 令和4年3月22日 令和4年7月29日 令和4年8月8日 小規模型 土木系工事一般 76

04財契第A8号 04建維第26号 市道石浦大洞線舗装修繕工事 高山市山口町地内 （株）石原建材 2,233,000 令和4年5月18日 令和4年7月29日 令和4年8月8日 小規模型 土木系工事一般 72

04財契第A14号 04市建第1号 高山火葬場3号炉耐火材巻替及び台車耐火材貼替工事 高山市西洞町地内 昭栄建設（株） 4,356,000 令和4年6月1日 令和4年8月1日 令和4年8月9日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 70

04財契第A12号 04水上第29号 県道古川宇津江四十八滝国府線道路改良に伴う配水管布設替工事
高山市
国府町宇津江地内

（有）八賀設備 4,455,000 令和4年5月25日 令和4年7月29日 令和4年8月9日 小規模型 土木系工事一般 68

03財契第A371号 03丹支第117号 R3公共道災　市道中之巣線災害復旧工事（その２）
高山市
丹生川町久手地内

（株）ワタセ 1,606,000 令和4年4月4日 令和5年3月17日 令和4年8月18日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A170号 03建維第83号 公共橋災　市道日影1号線（日和橋）災害復旧工事
高山市
丹生川町日影地内

（有）西分土建 22,880,000 令和4年3月25日 令和5年3月17日 令和4年8月23日 簡便型 土木系工事一般 71

03財契第A347号 03久支第114号 R3公共河災　普通河川下の谷川災害復旧工事
高山市
久々野町大西地内

ナガイ（株） 24,240,700 令和4年4月4日 令和5年3月17日 令和4年8月25日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A396号 03宮支第63号 R3公共林災　林道苅安線災害復旧工事
高山市
一之宮町苅安地内

（有）田中建設 7,884,800 令和4年4月4日 令和4年8月22日 令和4年8月30日 簡便型 土木系工事一般 73

04財契第A6号 04朝支第6号 朝日支所空調設備改修工事
高山市朝日町
万石800番地地内

（株）岩佐鐵工所 10,560,000 令和4年6月15日 令和4年9月12日 令和4年8月30日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 73

03財契第A375･376号 03農務第58･59号 3-3　根方用水路②災害復旧工事 高山市滝町地内 （株）サクラ建設 20,419,300 令和4年4月4日 令和5年3月17日 令和4年8月31日 簡便型 土木系工事一般 76

04財契第A16号 04建維第42号 市道春日堀端線舗装修繕工事 高山市島川原町地内他 飛高建設（株） 2,662,000 令和4年7月1日 令和4年9月20日 令和4年8月31日 小規模型 土木系工事一般 76
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03財契第A357･358号 03建維第218･219号 R3公共道災　市道西洞線災害復旧工事（その１）
高山市
朝日町西洞地内

(株)水口土建 48,076,600 令和4年3月15日 令和5年2月25日 令和4年9月1日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A344号 03建維第204号 Ｒ３公共道災　市道大島滝線災害復旧工事 高山市岩井町地内 (有)中家組 3,850,000 令和4年4月4日 令和5年3月17日 令和4年9月2日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A229号 03久支第84号 公共道災　市道大坊本谷線災害復旧工事（その２）
高山市
久々野町小坊地内

(有)タニモト 16,434,000 令和4年4月1日 令和5年3月14日 令和4年9月6日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A230号 03久支第85号 公共河災　普通河川大坊本谷川災害復旧工事
高山市
久々野町小坊地内

(有)タニモト 28,969,600 令和3年10月26日 令和4年10月8日 令和4年9月6日 簡便型 土木系工事一般 75

04財契第H9号 04総行第54号 高地トレーニングエリア光ケーブル移設修繕
高山市
朝日町胡桃島地内

ａｎｄ(株) 2,108,920 令和4年8月3日 令和4年8月31日 令和4年9月6日 小規模型 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事 73

04財契第A37号 04荘支第22号 市道黒谷明宝線道路修繕工事
高山市
荘川町寺河戸地内

橋本建設(株) 3,080,000 令和4年6月22日 令和4年9月19日 令和4年9月6日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A394号 03林務第65号 R3公共林災　林道岩井谷（高山）線災害復旧工事 高山市岩井町地内 (有)中家組 1,540,000 令和4年4月4日 令和4年12月9日 令和4年9月9日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A370号 03丹支第116号 R3公共道災　市道中之巣線災害復旧工事（その１）
高山市
丹生川町久手地内

道下建設(株) 1,927,200 令和4年4月4日 令和5年3月17日 令和4年9月12日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A440号 03朝支第78号 市道青屋線側溝修繕工事
高山市
朝日町青屋地内

(有)フル永建設 4,049,100 令和4年3月24日 令和4年8月31日 令和4年9月13日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A317号 03朝支第38号 3-9　小谷用水災害復旧工事 高山市朝日町甲地内 (株)アクト 2,695,000 令和4年2月28日 令和5年2月10日 令和4年9月13日 小規模型 土木系工事一般 72

03財契第A439号 03朝支第77号 市道岩瀬柳沢線側溝修繕工事
高山市
朝日町見座地内

(株)アクト 4,127,200 令和4年3月24日 令和4年8月31日 令和4年9月13日 小規模型 土木系工事一般 73

04財契第A15号 04宮支第22号 市道 清水・中川原線舗装修繕工事
高山市
一之宮町洞下地内

(有)田中建設 3,685,000 令和4年6月17日 令和4年9月14日 令和4年9月13日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A428号 03建維第249号 市道松之木合崎線側溝修繕工事 高山市松之木地内 (株)田川組 5,495,600 令和4年3月22日 令和4年7月29日 令和4年9月15日 簡便型 土木系工事一般 70

03財契第A379･380号 03農務第62･63号 103-3　下垣内農地他災害復旧工事 高山市滝町地内 (有)中家組 8,250,000 令和4年4月4日 令和5年3月17日 令和4年9月15日 簡便型 土木系工事一般 75

04財契第A36号 04清支第29号 市道牧ケ洞２５号線側溝修繕工事
高山市
清見町牧ケ洞地内

(有)梅地土建 2,038,300 令和4年6月23日 令和4年9月20日 令和4年9月26日 小規模型 土木系工事一般 74

04財契第A34号 04建維第56号 市道広瀬度瀬線歩行空間舗装工事
高山市
国府町広瀬町地内

川端土建(株) 13,877,600 令和4年7月25日 令和4年10月31日 令和4年9月27日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A89号 02水下第151号 公共　高山市下水道センター中央監視設備長寿命化工事 高山市冬頭町地内 (株)日立製作所 中部支社 367,206,400 令和2年8月11日 令和4年12月9日 令和4年9月27日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 83

03財契第A364号 03久支第116号 R3公共道災　市道大坊本谷線災害復旧工事
高山市
久々野町有道地内

(有)タニモト 3,025,000 令和4年4月4日 令和5年3月17日 令和4年9月28日 小規模型 土木系工事一般 74


