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29財契第A 98号 29市ス第 54号 本郷屋内運動場屋根修繕工事
高山市上宝町
本郷地内

㈲タイゾー 2,192,400 平成29年8月9日 平成29年9月20日 平成29年10月3日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 73

29財契第A 52号 29基都第 71号 市営赤保木団地排水管改修工事 高山市赤保木町地内 ㈲村崎設備 1,404,000 平成29年7月12日 平成29年9月22日 平成29年10月5日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 77

29財契第A 115号 29荘支第 37号 市道平頭町屋線舗装修繕工事
高山市荘川町
町屋地内

橋本建設㈱ 4,838,400 平成29年8月31日 平成29年10月31日 平成29年10月10日 小規模型 土木系工事一般 74

29財契第A 15号 29水上第 33号 市道石ヶ谷アツタ坂線老朽管布設替工事 高山市山田町地内 ㈲高原工業 11,023,560 平成29年6月13日 平成29年9月30日 平成29年10月11日 簡便型 土木系工事一般 69

29財契第A 85号 29福子第 45号 （主要地方道）高山上宝線側道配水管布設工事 高山市冬頭町地内 坂本設備工業㈱ 2,562,840 平成29年8月2日 平成29年9月29日 平成29年10月11日 小規模型 土木系工事一般 72

29財契第A 93号 29水上第 93号 市道井口野添線配水管布設工事
高山市一之宮町
渡瀬地内

㈲山本商会 1,699,920 平成29年8月9日 平成29年9月29日 平成29年10月12日 小規模型 土木系工事一般 72

28財契第A 151号 28企画第 19号 高地トレーニングエリア通信環境整備工事
高山市高根町日和田
～朝日町胡桃島地内

三愛通信設備㈱ 32,400,000 平成28年9月20日 平成29年10月30日 平成29年10月13日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 74

29財契第A 17号 29水上第 36号 国道158号（新渕地区）老朽管布設替工事
高山市荘川町
新渕他地内

㈲奥美濃設備 19,083,600 平成29年6月13日 平成29年10月13日 平成29年10月19日 簡便型 土木系工事一般 73

29財契第A 43号 29上支第 62号 林道改良工事（双六～瀬戸線）
高山市上宝町
金木戸地内

㈲下仲組 9,936,000 平成29年7月18日 平成29年10月20日 平成29年10月20日 簡便型 土木系工事一般 74

29財契第A 121号 29宮支第 43号 市道日影8号線側溝修繕工事
高山市一之宮町
南地内

㈲稲子土建 3,078,000 平成29年8月31日 平成29年10月20日 平成29年10月26日 小規模型 土木系工事一般 70

29財契第A 77号 29基維第 82号 市道滝日影平線側溝修繕工事 高山市滝町地内 ㈲中家組 2,484,000 平成29年8月2日 平成29年10月20日 平成29年10月27日 小規模型 土木系工事一般 74

29財契第A 106号 29基維第 103号 市道山田松原団地１号線側溝修繕工事 高山市山田町地内 大和建設㈱ 1,836,000 平成29年9月6日 平成29年11月10日 平成29年10月27日 小規模型 土木系工事一般 71

29財契第A 91号 29基維第 95号 市道天満桐生線歩行空間舗装修繕工事
高山市天満町
4丁目地内

㈱市川工務店
高山支店

8,170,200 平成29年8月29日 平成29年10月27日 平成29年10月30日 簡便型 土木系工事一般 74

29財契第H 12号 29上支第 60号 上宝支所庁舎屋根修繕
高山市上宝町
本郷地内

和仁産業㈱ 1,436,400 平成29年8月25日 平成29年10月25日 平成29年10月30日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 72

29財契第A 141号 29丹支第 77号 乗鞍バスターミナル屋根、外壁等修繕工事
高山市丹生川町
岩井谷地内

㈱下野工務店 4,532,400 平成29年9月12日 平成29年11月20日 平成29年10月30日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 68
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29財契第A 14号 29消総第 33号 国府町山本地内　耐震性貯水槽40㎥新設工事
高山市国府町
山本地内

㈱国富建設 7,862,400 平成29年6月6日 平成29年10月20日 平成29年11月2日 簡便型 土木系工事一般 70

29財契第A 44号 29清支第 48号 林道改良工事（夏厩～大倉線）
高山市清見町
坂下地内

㈱飛研 6,082,560 平成28年7月18日 平成29年10月31日 平成29年11月2日 簡便型 土木系工事一般 73

29財契第A 126号 29久支第 78号 市道反保24号線舗装修繕工事
高山市久々野町
久々野地内

㈲新井建設 4,806,000 平成29年9月7日 平成29年10月25日 平成29年11月6日 小規模型 土木系工事一般 71

29財契第A 122号 29基維第 109号 市道緑ヶ丘4号線側溝修繕工事
高山市緑ヶ丘町
2丁目地内

沢田建設工業 1,852,200 平成29年9月6日 平成29年11月30日 平成29年11月7日 小規模型 土木系工事一般 70

29財契第A 132号 29基維第 115号 市道八軒町5号線側溝修繕工事
高山市八軒町
2丁目地内

㈲光永 2,035,800 平成29年9月13日 平成29年11月30日 平成29年11月7日 小規模型 土木系工事一般 72

29財契第A 105号 29国支第 63号 市道荒川1号線側溝新設工事
高山市国府町
広瀬町地内

㈲金子土建 1,944,000 平成29年8月24日 平成29年10月27日 平成29年11月8日 小規模型 土木系工事一般 73

29財契第A 9号 29基都第 29号 駅西公衆トイレ建築工事
高山市昭和町
1丁目地内

㈱林工務店 50,897,160 平成29年5月30日 平成29年10月31日 平成29年11月10日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 72

29財契第A 113号 29水上第 105号 市道中組13号線配水管布設工事
高山市久々野町
無数河地内

㈲島久設備 1,485,000 平成29年8月30日 平成29年10月31日 平成29年11月10日 小規模型 土木系工事一般 69

29財契第A 125号 29丹支第 70号 市道坊方大谷線舗装修繕工事
高山市丹生川町
坊方地内

㈱タナカ技建 4,698,000 平成29年9月12日 平成29年10月31日 平成29年11月10日 小規模型 土木系工事一般 73

29財契第A 68号 29高支第 29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 4,968,000 平成29年7月18日 平成29年10月31日 平成29年11月13日 小規模型 土木系工事一般 73

29財契第A 83号 29市ス第 51号 日和田ハイランド陸上競技場休憩棟新築工事
高山市高根町
日和田地内

坂本建築 3,922,560 平成29年8月2日 平成29年10月31日 平成29年11月13日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 60

29財契第A 55号 29朝支第 28号 市道立岩段本線側溝修繕工事
高山市朝日町
立岩地内

㈱水口土建 2,207,520 平成29年7月13日 平成29年10月31日 平成29年11月13日 小規模型 土木系工事一般 70

29財契第A 56号 29朝支第 29号 市道万石線側溝修繕工事
高山市朝日町
万石地内

㈱フル永建設 2,302,560 平成29年7月13日 平成29年10月31日 平成29年11月13日 小規模型 土木系工事一般 71

29財契第A 57号 29朝支第 30号 市道青屋線側溝修繕工事
高山市朝日町
青屋地内

㈱南組 3,348,000 平成29年7月13日 平成29年10月31日 平成29年11月13日 小規模型 土木系工事一般 74

29財契第A 124号 29国支第 66号 市道諏訪前線側溝新設工事
高山市国府町
広瀬町地内

㈱丸技巧 2,557,440 平成29年9月7日 平成29年11月20日 平成29年11月16日 小規模型 土木系工事一般 77

29財契第A 161号 29基維第 126号 市道花里5号線他側溝修繕工事
高山市花里町
2丁目地内他

㈲光永 2,246,400 平成29年9月27日 平成29年11月30日 平成29年11月20日 小規模型 土木系工事一般 73

29財契第A 16号 29水上第 35号 国道158号（上小鳥地区）老朽管布設替工事
高山市清見町
上小鳥地内

㈲橋詰設備 24,690,960 平成29年6月13日 平成29年11月10日 平成29年11月20日 簡便型 土木系工事一般 73

29財契第A 74号 29市民第 46号 久々野火葬場1号炉オーバーホール工事
高山市久々野町
無数河地内

㈱宮本工業所 11,664,000 平成29年8月1日 平成29年11月8日 平成29年11月21日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 68

29財契第A 23号 29商観第 23号 飛騨高山スキー場　高速ペアリフト改修工事 高山市岩井町地内 安全索道㈱ 23,685,480 平成29年6月20日 平成29年11月17日 平成29年11月27日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 73

29財契第A 158号 29基維第 121号 市道江名子山手線他舗装修繕工事（その2） 高山市江名子町地内 ㈱シモダ道路 5,400,000 平成29年10月3日 平成29年11月30日 平成29年11月28日 簡便型 土木系工事一般 72

29財契第A 186号 29上支第 85号 林道修繕工事（双六～瀬戸線 その2）
高山市上宝町
金木戸地内

森本建設㈱ 2,030,400 平成29年10月19日 平成29年12月22日 平成29年11月28日 小規模型 土木系工事一般 74

29財契第A 197号 29上支第 86号 用水路修繕工事（高原地区）
高山市奥飛騨温泉郷
一重ヶ根地内

美笠建設㈱ 2,268,000 平成29年10月19日 平成30年3月23日 平成29年11月28日 小規模型 土木系工事一般 74

29財契第A 88号 29福高第 30号 朝日福祉センター給湯機器更新工事
高山市朝日町
万石地内

㈲山本商会 5,599,800 平成29年8月15日 平成29年11月17日 平成29年11月30日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 69
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29財契第A 152号 29基維第 118号 市道曙若達線他道路修繕工事
高山市若達町
1丁目他地内

㈲セフテム 5,242,320 平成29年10月3日 平成30年2月16日 平成29年12月1日 簡便型 土木系工事一般 71

29財契第A 167号 29基維第 134号 市道新宮細野沢線側溝修繕工事 高山市新宮町地内 ㈱門造園土木 2,565,000 平成29年10月4日 平成29年11月30日 平成29年12月1日 小規模型 土木系工事一般 73

29財契第A 187号 29清支第 79号 森林公園おおくら滝清見庵屋根修繕工事
高山市清見町
坂下地内

㈲和田建築 1,782,000 平成29年10月18日 平成29年12月15日 平成29年12月5日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 73

28財契第A 340号 28基維第 273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 ㈲マウス技建 12,977,280 平成29年2月14日 平成29年3月31日 平成29年12月7日 簡便型 土木系工事一般 73

29財契第A 58号 29基維第 69号 市道千島松本線道路修繕工事
高山市森下町
2丁目地内

㈱石原建材 8,325,720 平成29年7月25日 平成29年11月24日 平成29年12月7日 簡便型 土木系工事一般 71

29財契第A 107号 29基維第 105号 市道大島滝線道路修繕工事 高山市岩井町地内 ㈲中家組 2,669,760 平成29年9月6日 平成29年11月30日 平成29年12月8日 小規模型 土木系工事一般 73

29財契第A 108号 29基維第 106号 市道上岡本37号線道路修繕工事
高山市上岡本町
5丁目地内

㈱垣源工業 2,287,440 平成29年9月6日 平成29年11月30日 平成29年12月8日 小規模型 土木系工事一般 73

29財契第A 103号 29国支第 61号 市道広瀬三日町線道路修繕工事
高山市国府町
三日町地内

㈲駒田建設 4,175,280 平成29年8月24日 平成29年11月27日 平成29年12月8日 小規模型 土木系工事一般 71

29財契第A 120号 29財管第 106号 高山市役所本庁舎熱源機器改修工事 高山市花岡町地内 飛騨冷凍空調㈱ 13,921,200 平成29年9月19日 平成29年11月28日 平成29年12月11日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 73

29財契第A 165号 29基維第 136号 市道下岡本38号線他舗装修繕工事 高山市下岡本町地内 井戸工業㈱ 5,245,560 平成29年10月4日 平成29年12月20日 平成29年12月13日 簡便型 土木系工事一般 73

28財契第A 336号 28基維第 272号 公共河災普通河川越後谷川災害復旧工事 高山市越後町地内 ㈱川上土建 54,402,840 平成29年2月21日 平成29年3月31日 平成29年12月13日 標準型 土木系工事一般 80

29財契第A 119号 29福高第 33号 久々野福祉センター空調熱源機器更新工事
高山市久々野町
無数河地内

㈱アクアテック 16,470,000 平成29年9月19日 平成29年12月15日 平成29年12月14日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 75

29財契第A 90号 29久支第 76号 アルコピアスキー場リフト整備工事
高山市久々野町
無数河地内

日本ケーブル㈱
長野支店

9,828,000 平成29年8月8日 平成29年12月11日 平成29年12月15日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 70

29財契第A 140号 29教総第 143号 国府中学校屋内運動場屋根塗装工事
高山市国府町
三日町地内

金子工業㈱
高山支店

12,960,000 平成29年10月3日 平成29年12月4日 平成29年12月15日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 73

29財契第A 13号 29消総第 32号 久々野町無数河地内　耐震性貯水槽40m3新設工事
高山市久々野町
無数河地内

㈲島田組 7,165,800 平成29年6月6日 平成30年1月31日 平成29年12月15日 簡便型 土木系工事一般 73

29財契第A 149号 29清支第 71号 おおくら滝遊歩道木橋架け替え工事
高山市清見町
坂下地内

㈱門造園土木 2,926,800 平成29年9月27日 平成29年12月22日 平成29年12月18日 小規模型 土木系工事一般 72

29財契第A 49号 29基建第 13号 市道千島線道路改良工事 高山市千島町地内 ㈲芦谷土建 8,607,600 平成29年7月25日 平成29年12月22日 平成29年12月18日 簡便型 土木系工事一般 70

29財契第A 147号 29荘支第 44号 本村排水路修繕工事
高山市荘川町
一色地内

橋本建設㈱ 2,646,000 平成29年9月21日 平成29年12月22日 平成29年12月19日 小規模型 土木系工事一般 75

29財契第A 221号 29荘支第 53号 市道惣則一色線舗装修繕工事
高山市荘川町
一色地内

橋本建設㈱ 4,806,000 平成29年11月2日 平成29年12月22日 平成29年12月19日 小規模型 土木系工事一般 74

29財契第A 61号 29水上第 66号 市道ハチヤ線老朽管布設替工事
高山市朝日町
西洞地内

平和プロパン瓦斯㈱ 11,039,760 平成29年8月1日 平成29年12月22日 平成29年12月19日 簡便型 土木系工事一般 74

29財契第A 67号 29水上第 72号 市道下三之町大新町線老朽管布設替工事
高山市大新町
4丁目地内

㈲広田土木 14,152,320 平成29年8月8日 平成29年12月8日 平成29年12月20日 簡便型 土木系工事一般 71

29財契第A 193号 29丹支第 89号 河川整備（ホウショ沢）工事
高山市丹生川町
新張地内

道下建設㈱ 2,464,560 平成29年10月25日 平成29年12月20日 平成29年12月22日 小規模型 土木系工事一般 77

29財契第A 69号 29基都第 73号 駅西駐車場舗装工事
高山市昭和町
1丁目地内

ヒダ道路㈱ 79,986,960 平成29年8月29日 平成29年12月15日 平成29年12月25日 標準型 土木系工事一般 75

29財契第A 70号 29基都第 74号 駅西駐車場設備工事
高山市昭和町
1丁目地内

㈱蜘手電気 43,693,560 平成29年8月15日 平成29年12月15日 平成29年12月25日 簡便型 機械設備工事 74

29財契第A 151号 29基都第 106号 駅西駐車場横断側溝工事
高山市昭和町
1丁目地内

ヒダ道路㈱ 4,320,000 平成29年9月20日 平成29年12月15日 平成29年12月25日 小規模型 土木系工事一般 73

29財契第A 133号 29基建第 28号 市道天満上岡本線道路改良工事
高山市天満町
2丁目地内

高成建設㈱ 5,751,000 平成29年9月19日 平成29年12月28日 平成29年12月25日 簡便型 土木系工事一般 73

29財契第A 191号 29清支第 75号 市道巣野俣8号線道路修繕工事（その2）
高山市清見町
巣野俣地内

㈲梅地土建 4,545,720 平成29年10月18日 平成29年12月22日 平成29年12月27日 小規模型 土木系工事一般 71

29財契第A 192号 29清支第 76号 市道三日町36号線道路修繕工事
高山市清見町
三日町地内

㈲梅地土建 2,995,920 平成29年10月18日 平成29年12月22日 平成29年12月27日 小規模型 土木系工事一般 71
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29財契第A 227号 29清支第 82号 河川整備（山ズミ谷川）工事
高山市清見町
坂下地内

㈲清高建設 1,706,400 平成29年11月1日 平成30年3月2日 平成29年12月27日 小規模型 土木系工事一般 74

29財契第A 177号 29朝支第 51号 市道寺附線道路修繕工事
高山市朝日町
浅井地内

㈱アクト 4,401,000 平成29年10月12日 平成29年12月20日 平成29年12月27日 小規模型 土木系工事一般 74

29財契第A 178号 29朝支第 52号 市道青屋線側溝修繕工事(2)
高山市朝日町
青屋地内

㈱南組 3,477,600 平成29年10月12日 平成30年3月20日 平成29年12月27日 小規模型 土木系工事一般 73

29財契第A 180号 29朝支第 54号 橋梁修繕(御善橋)工事(2)
高山市朝日町
青屋地内

㈲フル永建設 4,017,600 平成29年10月12日 平成29年12月20日 平成29年12月27日 小規模型 土木系工事一般 72

29財契第A 225号 29丹支第 100号 市道小野白井線道路修繕工事
高山市丹生川町
小野地内

㈱洞口工務店 1,987,200 平成29年11月6日 平成30年1月31日 平成29年12月27日 小規模型 土木系工事一般 74

29財契第A 30号 29農務第 11号 大尾根揚水機場ポンプ整備補修工事 高山市滝町地内 ㈲下形設備 7,992,000 平成29年6月27日 平成30年1月31日 平成29年12月27日 簡便型 機械設備工事 74

29財契第A 168号 29基維第 135号 市道下岡本12号線他側溝修繕工事 高山市下岡本町地内 ㈲広田土木 2,678,400 平成29年10月4日 平成29年12月20日 平成29年12月28日 小規模型 土木系工事一般 70

29財契第A 228号 29久支第 91号 市道橋場18号線舗装修繕工事
高山市久々野町
無数河地内

㈱青木組 2,376,000 平成29年11月2日 平成29年12月15日 平成29年12月28日 小規模型 土木系工事一般 71

29財契第A 229号 29久支第 92号 市道反保3号線舗装修繕工事
高山市久々野町
無数河地内

㈱長瀬土建 4,860,000 平成29年11月2日 平成29年12月15日 平成29年12月28日 小規模型 土木系工事一般 73

29財契第A 243号 29宮支第 64号 市道橋詰砂畑線舗装修繕工事
高山市一之宮町
一之宮下地内

㈲山下土建 2,484,000 平成29年11月14日 平成29年12月22日 平成29年12月28日 小規模型 土木系工事一般 71

29財契第A 244号 29宮支第 65号 市道砂畑36号線舗装修繕工事
高山市一之宮町
山下上地内

㈲稲子土建 2,268,000 平成29年11月14日 平成29年12月22日 平成29年12月28日 小規模型 土木系工事一般 71

29財契第A 146号 29基都第 104号 事業用地整備工事（2）
高山市昭和町
1丁目地内他

㈲丸勇建設 18,745,560 平成29年10月10日 平成30年1月15日 平成29年12月28日 簡便型 土木系工事一般 71

29財契第A 172号 29国支第 73号 通信設備基礎撤去工事
高山市国府町
広瀬町地内

㈲金子土建 2,033,640 平成29年10月12日 平成29年12月21日 平成29年12月28日 小規模型 土木系工事一般 72

29財契第A 37号 29水上第 57号 市道西町花里線他基幹管路耐震化整備工事 高山市西町他地内 ㈱神高　高山営業所 71,581,320 平成29年7月25日 平成29年12月25日 平成29年12月28日 標準型 土木系工事一般 76

29財契第A 82号 29水上第 86号 市道桐山2号線老朽管布設替工事
高山市久々野町
無数河地内

㈲松野水道工事店 23,365,800 平成29年8月29日 平成29年12月15日 平成29年12月28日 簡便型 土木系工事一般 73


