
平成２８年度　４月度　　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

27財契第A 305号 27久支第 94号 大西団地支線Ｂ農道災害復旧工事
高山市久々野町
大西地内

ナガイ㈱ 1,478,520 平成28年2月4日 平成28年4月28日 平成28年4月15日 小規模型 土木系工事一般 71

27財契第A 357号 27丹支第 130号 市道折敷地線舗装修繕工事
高山市丹生川町
折敷地地内

㈲北都総合開発 2,862,000 平成28年3月10日 平成28年5月31日 平成28年4月25日 小規模型 土木系工事一般 73

27財契第A 301号 27農務第 56号 古瀬農地災害復旧工事 高山市千島町地内 東成土木 2,010,960 平成28年2月3日 平成28年6月30日 平成28年4月26日 小規模型 土木系工事一般 72

27財契第A 341号 27久支第 97号 市道小屋名18号線舗装修繕工事
高山市久々野町
小屋名地内

ナガイ㈱ 1,782,000 平成28年3月10日 平成28年5月16日 平成28年4月27日 小規模型 土木系工事一般 72



平成２８年度　５月度　　工事成績評定点一覧表
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備　　考

27財契第A 365号 27基維第 330号 公共河災　普通河川臼本谷川災害復旧工事 高山市塩屋町地内 ㈱技翔 4,952,880 平成28年3月16日 平成28年5月30日 平成28年5月10日 小規模型 土木系工事一般 71

27財契第A 361号 27清支第 103号 市道巣野俣8号線道路修繕工事
高山市清見町
巣野俣地内

㈲橋詰設備 4,860,000 平成28年3月11日 平成28年6月30日 平成28年5月11日 小規模型 土木系工事一般 72

27財契第A 82号 27基建第 25号 市道巣野俣1号線（宮前橋下部工）災害復旧工事
高山市清見町
巣野俣地内

㈱新井組 61,790,040 平成27年9月8日 平成28年6月3日 平成28年5月13日 標準型 土木系工事一般 76

27財契第A 352号 27宮支第 91号 市道砂畑35号線道路修繕工事
高山市一之宮町
山下上地内

㈲稲子土建 4,320,000 平成28年3月10日 平成28年6月30日 平成28年5月18日 小規模型 土木系工事一般 69

27財契第A 354号 27宮支第 93号 市道清水青木線舗装修繕工事
高山市一之宮町
問坂上地内

㈲野口土建 2,160,000 平成28年3月10日 平成28年6月30日 平成28年5月18日 小規模型 土木系工事一般 70

27財契第A 355号 27宮支第 94号 市道砂畑五升ヶ谷線舗装修繕（その２）工事
高山市一之宮町
山下上地内

㈲田中建設 2,916,000 平成28年3月10日 平成28年6月30日 平成28年5月18日 小規模型 土木系工事一般 73

27財契第A 363号 27高支第 59号 市道阿多野郷線（その２）舗装修繕工事
高山市高根町
阿多野郷地内

㈲中田土建 4,752,000 平成28年3月15日 平成28年6月20日 平成28年5月25日 小規模型 土木系工事一般 72

27財契第A 303号 27農務第 58号 牛丸農地災害復旧工事 高山市上野町地内 ㈲マウス技建 3,281,040 平成28年2月3日 平成28年6月30日 平成28年5月26日 小規模型 土木系工事一般 67

27財契第A 339号 27上支第 126号 市道岩井戸大久保線他舗装修繕工事
高山市上宝町
岩井戸地内

森本建設㈱ 1,879,200 平成28年3月17日 平成28年6月30日 平成28年5月27日 小規模型 土木系工事一般 71

27財契第A 360号 27久支第 99号 公共河災　普通河川大谷川災害復旧工事
高山市久々野町
山梨地内

㈱長瀬土建 4,239,000 平成28年3月10日 平成28年5月30日 平成28年5月27日 小規模型 土木系工事一般 74

27財契第A 364号 27基維第 324号 公共河災　普通河川黒岩谷川災害復旧工事 高山市三福寺町地内 ㈲山崎建設工業 3,580,200 平成28年3月16日 平成28年5月30日 平成28年5月30日 小規模型 土木系工事一般 71
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27財契第A 302号 27農務第 57号 島田農地災害復旧工事 高山市塩屋町地内 ㈲中家組 1,747,440 平成28年2月3日 平成28年6月30日 平成28年6月1日 小規模型 土木系工事一般 73

27財契第A 331号 27基維第 300号 市道片野10号線側溝修繕工事(2)
高山市片野町
6丁目地内

東成土木 6,320,160 平成28年3月15日 平成28年6月24日 平成28年6月2日 簡便型 土木系工事一般 71

27財契第A 320号 27国支第 124号 市道荒城線舗装修繕工事
高山市国府町
今地内

井戸工業㈱ 9,504,000 平成28年3月15日 平成28年5月30日 平成28年6月2日 簡便型 土木系工事一般 76

27財契第A 225号 27水下第 195号 河川災害復旧　野中橋架替に伴う下水道本復旧工事
高山市清見町
藤瀬地内

坂本設備工業㈱ 5,810,400 平成27年12月8日 平成28年5月30日 平成28年6月3日 簡便型 土木系工事一般 73

28財契第A 1号 28水上第 9号 国道158号（坊方地区）道路改良に伴う配水管布設替工事
高山市丹生川町
坊方地内

㈲こがいと設備 1,685,880 平成28年4月6日 平成28年6月30日 平成28年6月3日 小規模型 土木系工事一般 70

27財契第A 59号 27水下第 154号 河川災害復旧　野中橋架替に伴う下水道仮設工事
高山市清見町
藤瀬地内

坂本設備工業㈱ 5,670,000 平成27年8月4日 平成28年5月30日 平成28年6月3日 簡便型 土木系工事一般 73

27財契第A 332号 27基維第 301号 市道合同庁舎１号線舗装修繕工事 高山市下岡本町地内 大昌建設㈱ 7,974,720 平成28年3月15日 平成28年6月20日 平成28年6月6日 簡便型 土木系工事一般 75

27財契第A 358号 27丹支第 129号 市道坊方大谷線側溝修繕工事
高山市丹生川町
坊方地内

㈲月出組 4,212,000 平成28年3月10日 平成28年5月31日 平成28年6月6日 小規模型 土木系工事一般 72

27財契第A 323号 27国支第 122号 市道巾下２号線側溝修繕工事
高山市国府町
宇津江二区地内

㈱丸技巧 3,569,292 平成28年3月10日 平成28年6月30日 平成28年6月6日 小規模型 土木系工事一般 77

27財契第A 338号 27上支第 122号 市道蒲田線舗装修繕工事
高山市奥飛騨温泉郷
神坂地内

㈱金岡建設 3,416,040 平成28年3月17日 平成28年6月30日 平成28年6月7日 小規模型 土木系工事一般 74

27財契第A 335号 27上支第 125号 市道第二在家宮原線舗装修繕工事
高山市上宝町
在家地内

宝興建設㈱ 6,210,000 平成28年3月15日 平成28年6月30日 平成28年6月7日 簡便型 土木系工事一般 71

27財契第A 76号 27水上第 79号 野中橋架け替えに伴う配水管布設替工事（その2）
高山市清見町
藤瀬地内

高橋建設㈱ 7,879,680 平成27年8月18日 平成28年5月31日 平成28年6月9日 簡便型 土木系工事一般 70

27財契第A 145号 27水上第 112号
市道あぶみ橋線(あぶみ橋)橋梁耐震対策工事
に伴う配水管布設替工事

高山市丹生川町
瓜田地内

㈲こがいと設備 2,268,000 平成27年10月7日 平成28年5月31日 平成28年6月9日 小規模型 土木系工事一般 73

27財契第A 369号 27清支第 107号 市道三日町28号線側溝修繕工事
高山市清見町
三日町、牧ヶ洞地内

㈱松葉組 4,752,000 平成28年3月28日 平成28年6月30日 平成28年6月10日 小規模型 土木系工事一般 74

27財契第A 371号 27荘支第 72号 市道町屋野々俣1号線②舗装修繕工事
高山市荘川町
野々俣地内

橋本建設㈱ 3,456,000 平成28年3月29日 平成28年5月31日 平成28年6月10日 小規模型 土木系工事一般 74

27財契第A 329号 27久支第 96号 市道船渡線舗装修繕工事
高山市久々野町
引下地内

㈱長瀬土建 4,617,000 平成28年3月10日 平成28年5月31日 平成28年6月10日 小規模型 土木系工事一般 72

27財契第A 359号 27久支第 98号 市道渚１号線舗装修繕工事
高山市久々野町
渚地内

㈱新井建設 3,450,600 平成28年3月10日 平成28年5月31日 平成28年6月10日 小規模型 土木系工事一般 68

27財契第A 44号 27基建第 16号 市道あぶみ橋線（あぶみ橋）橋梁耐震対策工事
高山市丹生川町
小野、瓜田地内

飛騨建設㈱ 59,104,080 平成27年7月28日 平成28年5月31日 平成28年6月13日 標準型 土木系工事一般 78

27財契第A 356号 27丹支第 128号 市道北方国府線道路修繕工事
高山市丹生川町
下保地内

㈱洞口工務店 4,915,080 平成28年3月10日 平成28年5月31日 平成28年6月13日 小規模型 土木系工事一般 69

27財契第A 312号 27清支第 95号 公共河災　普通河川西ヶ洞谷川他災害復旧工事
高山市清見町
楢谷地内

㈲芦谷土建 19,053,360 平成28年3月1日 平成28年11月30日 平成28年6月15日 簡便型 土木系工事一般 76

27財契第A 315号 27基維第 286号 公共道災　市道山口朝日線災害復旧工事 高山市山口町地内 ㈱飛研 6,150,600 平成28年3月1日 平成28年6月30日 平成28年6月20日 簡便型 土木系工事一般 74

28財契第A 4号 28基駅第 2号 事業用地整備工事
高山市昭和町
１丁目地内

㈱石原建材 2,430,000 平成28年4月20日 平成28年6月15日 平成28年6月21日 小規模型 土木系工事一般 72

27財契第A 325号 27国支第 125号 市道作料下２号線側溝修繕工事
高山市国府町
広瀬町地内

㈱塩屋建設工業 3,105,000 平成28年3月10日 平成28年6月30日 平成28年6月21日 小規模型 土木系工事一般 72

27財契第A 330号 27基維第 299号 市道花岡冬頭線側溝修繕工事(2) 高山市本母町地内他 ㈱古橋組 9,049,320 平成28年3月15日 平成28年6月24日 平成28年6月22日 簡便型 土木系工事一般 67

27財契第A 337号 27上支第 121号 市道上宝丹生川線法面修繕（その２）工事
高山市上宝町
在家地内

和仁産業㈱ 4,946,400 平成28年3月17日 平成28年6月30日 平成28年6月27日 小規模型 土木系工事一般 73

27財契第A 347号 27上支第 127号 市道見座タダノ線側溝修繕工事
高山市上宝町
見座地内

和仁産業㈱ 6,756,480 平成28年3月22日 平成28年6月30日 平成28年6月27日 簡便型 土木系工事一般 72

27財契第A 319号 27久支第 91号 市道反保24号線道路修繕工事
高山市久々野町
久々野地内

㈲タニモト 9,964,080 平成28年3月15日 平成28年6月30日 平成28年6月27日 簡便型 土木系工事一般 70

27財契第A 307号 27基維第 279号 公共道災　市道塩屋見座線災害復旧工事 高山市塩屋町地内 ㈲中家組 5,988,600 平成28年2月23日 平成28年6月30日 平成28年6月28日 簡便型 土木系工事一般 71

27財契第A 353号 27宮支第 92号 市道一ノ宮停車場線舗装修繕工事
高山市一之宮町
駅前地内

㈲山下土建 4,644,000 平成28年3月10日 平成28年6月30日 平成28年6月28日 小規模型 土木系工事一般 70

28財契第A 5号 28水上第 24号 旧曙配水池敷地整備工事 高山市曙町4丁目地内 ㈱サクラ建設 6,838,560 平成28年5月10日 平成28年7月15日 平成28年6月28日 簡便型 土木系工事一般 75

27財契第A 326号 27朝支第 63号 市道ソクボ線道路修繕工事
高山市朝日町
胡桃島地内

㈱水口土建 3,888,000 平成28年3月10日 平成28年6月20日 平成28年6月29日 小規模型 土木系工事一般 70

27財契第A 327号 27朝支第 64号 市道青屋線舗装修繕工事
高山市朝日町
青屋地内

㈱水口土建 4,860,000 平成28年3月10日 平成28年6月20日 平成28年6月29日 小規模型 土木系工事一般 69



平成２８年度　６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

27財契第A 328号 27朝支第 65号 市道カクレハ鍾乳洞線道路修繕工事
高山市朝日町
青屋地内

㈱南組 4,892,400 平成28年3月10日 平成28年6月20日 平成28年6月29日 小規模型 土木系工事一般 73

27財契第A 366号 27荘支第 64号 市道黒谷明宝線側溝修繕工事
高山市荘川町
寺河戸地内

橋本建設㈱ 4,644,000 平成28年3月18日 平成28年6月17日 平成28年6月30日 小規模型 土木系工事一般 75

27財契第A 367号 27荘支第 67号 市道牛丸日照線法面修繕工事
高山市荘川町
牛丸地内

森建設㈱ 4,428,000 平成28年3月29日 平成28年6月17日 平成28年6月30日 小規模型 土木系工事一般 73


