
平成２８年度　７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 322号 27国支第 121号 市道山ノ下線道路修繕工事
高山市国府町
広瀬町地内

㈲金子土建 3,672,000 平成28年3月10日 平成28年6月20日 平成28年7月1日 小規模型 土木系工事一般 73

27財契第A 324号 27国支第 123号 市道下り谷線側溝修繕工事
高山市国府町
桐谷地内

㈱石地組 4,395,600 平成28年3月10日 平成28年6月20日 平成28年7月1日 小規模型 土木系工事一般 74

27財契第A 314号 27宮支第 88号 公共河災普通河川常泉寺川災害復旧工事 高山市一之宮町地内 ㈲野口土建 7,409,880 平成28年3月1日 平成28年6月30日 平成28年7月6日 簡便型 土木系工事一般 71

27財契第A 345号 27基維第 311号 市道旅行村線道路修繕工事 高山市新宮町地内 ㈱石原建材 9,612,000 平成28年3月22日 平成28年6月24日 平成28年7月6日 簡便型 土木系工事一般 74

27財契第A 350号 27基維第 316号 市道西之一色２６号線道路修繕工事
高山市西之一色
3丁目地内

㈱日枝建設 13,278,600 平成28年3月29日 平成28年6月30日 平成28年7月6日 簡便型 土木系工事一般 67

27財契第A 333号 27基維第 302号 市道花岡冬頭線舗装修繕工事（１）
高山市桐生町
3・4丁目地内

㈱林工務店 14,507,640 平成28年3月15日 平成28年6月30日 平成28年7月8日 簡便型 土木系工事一般 75

27財契第A 349号 27基維第 315号 市道滝瀧覚橋線道路修繕工事 高山市滝町地内 ㈲田川組 8,115,120 平成28年3月29日 平成28年6月30日 平成28年7月8日 簡便型 土木系工事一般 75

27財契第A 344号 27基維第 310号 市道千島松本線（その２）舗装修繕工事
高山市神明町
3丁目地内

飛高建設㈱ 7,814,880 平成28年3月22日 平成28年6月30日 平成28年7月11日 簡便型 土木系工事一般 74

27財契第A 334号 27上支第 124号 市道福地線道路防災（落石防護）工事
高山市奥飛騨温泉郷
一重ヶ根地内

蒲田川工業㈱ 9,936,000 平成28年3月15日 平成28年6月30日 平成28年7月11日 簡便型 土木系工事一般 73

27財契第A 336号 27基維第 303号 市道石浦大洞線舗装修繕工事
高山市片野町
1丁目地内

東京鋪装工業㈱
飛騨営業所

13,048,560 平成28年3月15日 平成28年6月30日 平成28年7月12日 簡便型 土木系工事一般 72

27財契第A 351号 27基維第 317号 市道昭和山田線舗装修繕工事
高山市上岡本町
7丁目地内

大樹開発㈲ 14,889,960 平成28年3月29日 平成28年6月30日 平成28年7月12日 簡便型 土木系工事一般 73

27財契第A 340号 27国支第 126号 市道巾下１３号線側溝修繕工事
高山市国府町
宇津江三区地内

㈱丸技巧 3,650,400 平成28年3月10日 平成28年6月30日 平成28年7月12日 小規模型 土木系工事一般 76

27財契第A 313号 27清支第 96号 公共道災市道夏厩13号線災害復旧工事
高山市清見町
夏厩地内

㈲梅地土建 8,391,600 平成28年3月1日 平成28年6月30日 平成28年7月13日 簡便型 土木系工事一般 73

27財契第A 362号 27清支第 104号 市道大原10号線道路修繕工事
高山市清見町
大原地内

㈱松葉組 3,872,880 平成28年3月11日 平成28年6月30日 平成28年7月13日 小規模型 土木系工事一般 70

27財契第A 370号 27清支第 109号 市道牧ヶ洞16号線（二村橋）橋梁修繕工事
高山市清見町
牧ヶ洞地内

㈲梅地土建 5,220,720 平成28年3月28日 平成28年6月30日 平成28年7月13日 簡便型 土木系工事一般 74

27財契第A 310号 27清支第 94号 公共河災普通河川中野谷川他災害復旧工事
高山市清見町
巣野俣地内

㈲清高建設 22,340,880 平成28年2月23日 平成28年11月30日 平成28年7月14日 簡便型 土木系工事一般 73

27財契第A 372号 27基維第 335号 市道花岡冬頭線舗装修繕工事（2）
高山市花岡町
2丁目地内

㈲ヒダ道路 6,372,000 平成28年4月19日 平成28年7月25日 平成28年7月15日 簡便型 土木系工事一般 74

28財契第A 25号 28清支第 33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

㈲清高建設 3,348,000 平成28年5月25日 平成28年8月5日 平成28年7月26日 小規模型 土木系工事一般 74

28財契第A 17号 28市民第 27号 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㈱ 3,693,600 平成28年5月18日 平成28年7月19日 平成28年7月26日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 69

28財契第A 13号 28市ス第 33号 中山陸上競技場水道施設整備工事 高山市山田町地内 ㈲寺田設備 3,380,400 平成28年5月11日 平成28年7月20日 平成28年7月28日 小規模型 土木系工事一般 69
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28財契第A 12号 28基維第 22号 市道三福寺大新町線道路修繕工事 高山市三福寺町地内 ㈲田川組 2,427,840 平成28年5月11日 平成28年8月30日 平成28年8月1日 小規模型 土木系工事一般 72

28財契第A 30号 28教総第 64号 東山中学校地下タンクライニング工事 高山市松之木町地内 ㈲島久設備 3,186,000 平成28年6月1日 平成28年7月25日 平成28年8月1日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 68

28財契第A 16号 28水上第 33号 市道巾下１３号線道路修繕に伴う配水管布設替工事
高山市国府町
宇津江三区地内

㈲森本配管工事店 4,212,000 平成28年5月11日 平成28年7月29日 平成28年8月2日 小規模型 土木系工事一般 71

27財契第A 368号 27基維第 334号 朴の木大橋排水管修繕工事
高山市丹生川町
久手地内

㈱タナカ技建 10,818,360 平成28年4月12日 平成28年7月29日 平成28年8月9日 簡便型 土木系工事一般 69

28財契第A 6号 28基維第 18号 市営神明駐車場便所増設工事 高山市神明町地内 ㈱田中工務店 13,770,000 平成28年5月17日 平成28年8月1日 平成28年8月9日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 70

28財契第A 7号 28上支第 22号 上宝支所庁舎空調設備中央監視盤改修工事
高山市上宝町
本郷地内

㈲大下工業所 5,486,400 平成28年5月17日 平成28年11月18日 平成28年8月18日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 74

28財契第A 34号 28上支第 42号 市道大滝線舗装修繕工事
高山市奥飛騨温泉郷
平湯地内

美笠建設㈱ 2,842,560 平成28年6月16日 平成28年8月31日 平成28年8月18日 小規模型 土木系工事一般 74

28財契第A 43号 28高支第 27号 市道池ケ洞線道路修繕（落石防除）工事
高山市高根町
池ケ洞地内

㈲中田土建 4,914,000 平成28年6月24日 平成28年8月31日 平成28年8月19日 小規模型 土木系工事一般 71

27財契第A 299号 27基建第 70号 市道平湯餌掛線（昭和橋架替）工事
高山市奥飛騨温泉郷
一重ケ根地内

㈱金岡建設 37,618,560 平成28年2月16日 平成28年8月31日 平成28年8月30日 簡便型 土木系工事一般 74
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28財契第A 36号 28国支第 28号 市道三日町28号線側溝新設工事
高山市国府町
三日町地内

㈲駒田建設 3,780,000 平成28年6月16日 平成28年8月30日 平成28年9月8日 小規模型 土木系工事一般 71

28財契第A 40号 28上支第 49号 市道一重ヶ根４号線他舗装修繕工事
高山市奥飛騨温泉郷
一重ヶ根地内

和仁建設㈱ 3,028,320 平成28年6月23日 平成28年8月30日 平成28年9月8日 小規模型 土木系工事一般 74

28財契第A 42号 28上支第 50号 普通河川（水洞谷）整備工事
高山市奥飛騨温泉郷
中尾地内

美笠建設㈱ 4,960,440 平成28年6月23日 平成28年8月31日 平成28年9月8日 小規模型 土木系工事一般 75

27財契第A 300号 27基建第 71号 市道千島松本線道路改良工事
高山市大新町
5丁目地内

㈲丸勇建設 36,446,760 平成28年2月16日 平成28年9月30日 平成28年9月9日 簡便型 土木系工事一般 73

28財契第A 54号 28丹支第 36号 殿下平総合交流ターミナル屋根防水工事
高山市丹生川町
久手地内

㈲小坂建築 3,672,000 平成28年7月7日 平成28年8月31日 平成28年9月9日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 68

28財契第A 35号 28上支第 41号 鍋平登山者用駐車場改良工事
高山市奥飛騨温泉郷
神坂地内

㈱金岡建設 6,804,000 平成28年6月21日 平成28年8月31日 平成28年9月13日 簡便型 土木系工事一般 73

28財契第A 22号 28消総第 34号 江名子町地内　耐震性貯水槽４０㎥新設工事 高山市江名子町地内 ㈲マウス技建 7,889,400 平成28年6月7日 平成28年10月21日 平成28年9月14日 簡便型 土木系工事一般 73

28財契第A 63号 28教総第 77号 小学校屋内運動場床改修工事 高山市新宮町他地内 金子工業㈱高山支店 4,104,000 平成28年7月20日 平成28年9月12日 平成28年9月16日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 74

28財契第A 62号 28教総第 78号 中学校屋内運動場床改修工事 高山市森下町他地内 金子工業㈱高山支店 6,480,000 平成28年7月26日 平成28年9月12日 平成28年9月16日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 74

27財契第A 309号 27丹支第 125号 公共道災市道久手4号線災害復旧工事
高山市丹生川町
久手地内

㈲月出組 12,402,720 平成28年2月23日 平成28年9月30日 平成28年9月20日 簡便型 土木系工事一般 71

28財契第A 49号 28久支第 41号 市道小屋名23号線舗装修繕工事
高山市久々野町
小屋名地内

㈱青木組 2,322,000 平成28年7月7日 平成28年9月23日 平成28年9月27日 小規模型 土木系工事一般 72

28財契第A 37号 28水上第 49号 旧坂下簡水災害復旧工事
高山市清見町巣野俣
（宮前橋）地内

㈲橋詰設備 6,426,000 平成28年6月28日 平成28年9月30日 平成28年9月27日 簡便型 土木系工事一般 70

28財契第A 47号 28国支第 50号 市道諏訪前線側溝修繕工事
高山市国府町
広瀬町地内

㈲金子土建 2,584,440 平成28年6月30日 平成28年9月20日 平成28年9月28日 小規模型 土木系工事一般 74

28財契第A 8号 28水下第 96号 駅周関連高山駅東口西口下水道管渠延伸工事
高山市昭和町
1丁目地内

沢田建設工業 4,417,200 平成28年5月17日 平成28年9月30日 平成28年9月28日 小規模型 土木系工事一般 68

28財契第A 33号 28上支第 40号 林道改良工事（双六～瀬戸線）
高山市上宝町
金木戸地内

㈱金岡建設 8,339,760 平成28年6月21日 平成28年9月30日 平成28年9月29日 簡便型 土木系工事一般 71


