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28財契第A 351号 28丹支第 110号 災害復旧事業（H28災 3-4）折敷地農道災害復旧工事
高山市丹生川町
折敷地地内

㈱タナカ技建 1,377,000 平成29年1月31日 平成29年4月20日 平成29年4月28日 小規模型 土木系工事一般 73
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28財契第A 74号 28基建第 16号 市道福地線（百合見橋）橋梁上部工工事
高山市奥飛騨温泉郷
福地・一重ヶ根地内

㈱安部日鋼工業 84,921,480 平成28年8月23日 平成29年4月20日 平成29年5月2日 標準型 土木系工事一般 79

28財契第A 366号 28基維第 295号 市道八日町15号線側溝修繕工事（その2） 高山市八日町地内 大和建設㈱ 4,935,600 平成29年3月14日 平成29年5月24日 平成29年5月23日 簡便型 土木系工事一般 69

28財契第A 397号 28基維第 314号 市道石浦山王橋線舗装修繕工事
高山市石浦町
8丁目他地内

㈱サクラ建設 4,692,600 平成29年3月15日 平成29年5月31日 平成29年5月23日 小規模型 土木系工事一般 76

28財契第A 367号 28基維第 296号 市道大新町1号線側溝修繕工事（その2）
高山市大新町
4丁目地内

㈱アクアテック 4,904,280 平成29年3月15日 平成29年5月24日 平成29年5月24日 小規模型 土木系工事一般 73

28財契第A 369号 28宮支第 75号 市道御旅水無線舗装修繕工事
高山市一之宮町
山下中地内

㈲山下土建 3,652,560 平成29年3月9日 平成29年5月31日 平成29年5月26日 小規模型 土木系工事一般 72

28財契第A 370号 28宮支第 76号 市道小瀬田3号線舗装修繕工事
高山市一之宮町
南地内

㈲稲子土建 2,923,560 平成29年3月9日 平成29年5月31日 平成29年5月26日 小規模型 土木系工事一般 73

28財契第A 371号 28宮支第 77号 市道桜井線舗装修繕工事
高山市一之宮町
一之宮下地内

㈲野口土建 2,521,800 平成29年3月9日 平成29年5月31日 平成29年5月26日 小規模型 土木系工事一般 74

28財契第A 389号 28上支第 113号 市道細越線法面修繕工事
高山市上宝町
長倉地内

㈲下仲組 1,676,160 平成29年3月16日 平成29年6月30日 平成29年5月30日 小規模型 土木系工事一般 74

28財契第A 390号 28上支第 114号 市道第二本郷見座線舗装修繕工事
高山市上宝町
本郷地内

㈱中林工務店 3,407,400 平成29年3月16日 平成29年6月30日 平成29年5月30日 小規模型 土木系工事一般 73

28財契第A 392号 28上支第 116号 市道見座タダノ線側溝修繕（その2）工事
高山市上宝町
見座地内

和仁建設㈱ 2,599,560 平成29年3月16日 平成29年6月30日 平成29年5月30日 小規模型 土木系工事一般 75

28財契第A 396号 28清支第 115号 市道牧ヶ洞八日町線道路修繕工事
高山市清見町
牧ヶ洞地内

㈲橋詰設備 1,965,600 平成29年3月15日 平成29年6月30日 平成29年5月31日 小規模型 土木系工事一般 71
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28財契第A 178号 28基建第 30号 市道下之切15号線（栗尾橋）橋梁耐震対策工事 高山市下之切町地内 ㈱垣越組 64,852,920 平成28年11月1日 平成30年2月28日 平成29年6月1日 標準型 土木系工事一般 77

28財契第A 373号 28国支第 120号 市道宇津江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 4,698,000 平成29年3月2日 平成29年6月30日 平成29年6月2日 小規模型 土木系工事一般 75

28財契第A 364号 28農務第 61号 災害復旧事業(H28災 103-1)尾崎農地災害復旧工事 高山市松本町地内 ㈱マウス技建 2,570,400 平成29年2月22日 平成29年6月30日 平成29年6月6日 小規模型 土木系工事一般 71

28財契第A 399号 28基維第 319号 市道昭和山田線舗装修繕工事（その2）
高山市上岡本町
8丁目地内

大昌建設㈱ 8,560,080 平成29年3月28日 平成29年5月31日 平成29年6月8日 簡便型 土木系工事一般 73

28財契第A 386号 28基維第 306号 市道昭和山田線側溝修繕工事（その2）
高山市緑ヶ丘町
1丁目地内

㈲芦谷土建 5,277,960 平成29年3月21日 平成29年5月31日 平成29年6月8日 簡便型 土木系工事一般 73

28財契第A 341号 28基維第 275号 公共道災市道江名子1号線災害復旧工事 高山市江名子町地内 ㈱技翔 5,940,000 平成29年2月7日 平成29年5月31日 平成29年6月8日 簡便型 土木系工事一般 72

28財契第A 362号 28基維第 285号 市道片野10号線舗装修繕工事
高山市片野町
4丁目地内他

㈱石原建材 3,866,400 平成29年3月8日 平成29年5月31日 平成29年6月8日 小規模型 土木系工事一般 69

28財契第A 372号 28国支第 117号 市道広瀬度瀬線舗装修繕工事
高山市国府町
広瀬町地内

㈲金子土建 4,986,360 平成29年3月2日 平成29年5月30日 平成29年6月9日 小規模型 土木系工事一般 73

28財契第A 404号 28丹支第 122号 市道日影2号線舗装修繕工事
高山市丹生川町
日影地内

㈲西分土建 4,212,000 平成29年3月15日 平成29年6月30日 平成29年6月9日 小規模型 土木系工事一般 73

28財契第A 332号 28基維第 270号 公共道災市道倉ヶ谷線災害復旧工事
高山市丹生川町
折敷地地内

㈲北都総合開発 1,810,080 平成29年2月1日 平成29年5月31日 平成29年6月12日 小規模型 土木系工事一般 75

28財契第A 363号 28基維第 286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 ㈱川上土建 8,171,280 平成29年3月14日 平成29年5月31日 平成29年6月12日 簡便型 土木系工事一般 79

28財契第A 375号 28基維第 303号 市道岡本緑ヶ丘線舗装修繕工事
高山市上岡本町
3丁目地内

ヒダ道路㈱ 5,108,400 平成29年3月21日 平成29年5月31日 平成29年6月12日 簡便型 土木系工事一般 73

28財契第A 380号 28基維第 304号 市道片野22号線側溝修繕工事
高山市片野町
6丁目地内

㈱石原建材 5,379,480 平成29年3月21日 平成29年5月31日 平成29年6月12日 簡便型 土木系工事一般 73

28財契第A 160号 28農務第 38号 滝団地農道（支線Ａ）災害復旧二期工事 高山市滝町地内 ㈲岩滝建設 29,262,600 平成28年10月11日 平成29年5月31日 平成29年6月12日 簡便型 土木系工事一般 75

28財契第A 393号 28上支第 117号 市道栃尾3号線側溝修繕工事
高山市奥飛騨温泉郷
栃尾地内

蒲田建設㈱ 4,706,640 平成29年3月16日 平成29年6月30日 平成29年6月13日 小規模型 土木系工事一般 71

28財契第A 400号 28丹支第 118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 4,591,080 平成29年3月15日 平成29年6月30日 平成29年6月13日 小規模型 土木系工事一般 74

28財契第A 403号 28丹支第 121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

道下建設㈱ 4,860,000 平成29年3月15日 平成29年6月30日 平成29年6月13日 小規模型 土木系工事一般 75

28財契第A 394号 28清支第 113号 市道楢谷8号線道路修繕工事
高山市清見町
楢谷地内

㈲清高建設 4,914,000 平成29年3月15日 平成29年6月30日 平成29年6月15日 小規模型 土木系工事一般 73

29財契第A 8号 29水下第 94号 公共マンホール蓋取替工事 高山市上一之町地内 東成土木　 1,782,000 平成29年4月26日 平成29年6月9日 平成29年6月16日 小規模型 土木系工事一般 72

28財契第A 391号 28上支第 115号 市道一重ヶ根8号線舗装修繕工事
高山市奥飛騨温泉郷
一重ヶ根地内

宝興建設㈱ 4,563,000 平成29年3月16日 平成29年6月30日 平成29年6月19日 小規模型 土木系工事一般 72

28財契第A 365号 28農務第 62号 災害復旧事業(H28災 103-2)溝尻・宮本農地災害復旧工事 高山市塩屋町地内 ㈲中家組 3,672,000 平成29年2月22日 平成29年6月30日 平成29年6月27日 小規模型 土木系工事一般 75

28財契第A 374号 28久支第 98号 市道反保3号線舗装修繕工事
高山市久々野町
久々野地内

㈱青木組 4,947,480 平成29年3月2日 平成29年6月15日 平成29年6月28日 小規模型 土木系工事一般 74

28財契第A 378号 28久支第 99号 市道反保24号線(3工区)舗装修繕工事
高山市久々野町
久々野地内

㈲新井建設 4,841,640 平成29年3月2日 平成29年6月15日 平成29年6月28日 小規模型 土木系工事一般 70

29財契第A 2号 29環推第 5号 市道旗鉾乗鞍線舗装修繕工事
高山市丹生川町
岩井谷地内

㈲北都総合開発 9,720,000 平成29年5月2日 平成29年6月15日 平成29年6月28日 簡便型 土木系工事一般 74

28財契第A 398号 28基維第 318号 市道千島松本線舗装修繕工事（その2） 高山市上一之町地内
㈱ガイアート
高山営業事務所

26,634,960 平成29年3月29日 平成29年6月16日 平成29年6月29日 簡便型 土木系工事一般 74

28財契第A 408号 28久支第 106号 市道大西6号線舗装修繕工事
高山市久々野町
大西地内

ナガイ㈱ 4,902,120 平成29年3月16日 平成29年6月30日 平成29年6月30日 小規模型 土木系工事一般 70

28財契第A 413号 28久支第 110号 市道橋場西洞線側溝修繕工事
高山市久々野町
無数河地内

㈱青木組 1,839,240 平成29年3月23日 平成29年6月20日 平成29年6月30日 小規模型 土木系工事一般 73


