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備　　考

30財契第A 82号 30丹支第 46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

㈱洞口工務店 2,332,800 平成30年8月10日 平成30年9月28日 平成30年10月1日 小規模型 土木系工事一般 73

30財契第A 67号 30荘支第 25号 旧荘川中学校教員住宅車庫解体工事
高山市荘川町
猿丸地内

橋本建設㈱ 1,944,000 平成30年7月30日 平成30年9月28日 平成30年10月1日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 73

30財契第A 64号 30水上第 89号 第一松本上野線ほか配水管布設工事
高山市丹生川町
上野地内

平和プロパン瓦斯㈱ 1,674,000 平成30年7月25日 平成30年9月20日 平成30年10月2日 小規模型 土木系工事一般 71

30財契第A 53号 30清支第 52号 市道巣野俣8号線道路修繕工事
高山市清見町
上小鳥地内

㈲橋詰設備 4,860,000 平成30年7月5日 平成30年9月21日 平成30年10月3日 小規模型 土木系工事一般 72

30財契第A 81号 30教総第 94号 市内小学校プールブロック塀撤去工事 高山市松之木町他地内 ㈲高原建機 2,916,000 平成30年8月8日 平成30年9月21日 平成30年10月4日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 73

30財契第A 60号 30市建第 1号 高山火葬場１号炉・動物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㈱ 6,912,000 平成30年7月31日 平成30年10月1日 平成30年10月4日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 69

28財契第A 322号 28教総第 156号 本郷小学校校舎大規模改修工事（建築）
高山市上宝町
在家地内

奥原建設㈱ 257,879,160 平成29年3月24日 平成30年9月28日 平成30年10月5日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 85

28財契第A 323号 28教総第 157号 本郷小学校校舎大規模改修工事（電気）
高山市上宝町
在家地内

宝興建設㈱ 82,305,720 平成29年3月24日 平成30年9月28日 平成30年10月5日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 80

28財契第A 324号 28教総第 158号 本郷小学校校舎大規模改修工事（機械）
高山市上宝町
在家地内

㈱田原設備工業 73,090,080 平成29年3月24日 平成30年9月28日 平成30年10月5日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 84

30財契第A 52号 30建維第 78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

㈲芦谷土建 2,509,920 平成30年7月11日 平成30年9月28日 平成30年10月10日 小規模型 土木系工事一般 72

30財契第A 12号 30消総第 37号 久々野町山梨地内　耐震性貯水槽40m3新設工事
高山市久々野町
山梨地内

㈲タニモト 8,070,840 平成30年6月5日 平成30年9月28日 平成30年10月10日 簡便型 土木系工事一般 74

28財契第A 325号 28教総第 159号 清見中学校校舎大規模改修工事（建築）
高山市清見町
三日町地内

林・丸仲特定建設工事
共同企業体

372,402,360 平成29年3月24日 平成30年9月28日 平成30年10月11日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 79

28財契第A 326号 28教総第 160号 清見中学校校舎大規模改修工事（電気）
高山市清見町
三日町地内

㈱柳瀬電気 99,569,520 平成29年3月24日 平成30年9月28日 平成30年10月11日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 80

28財契第A 327号 28教総第 161号 清見中学校校舎大規模改修工事（機械）
高山市清見町
三日町地内

㈲中舎工業所 61,344,000 平成29年3月24日 平成30年9月28日 平成30年10月11日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 77

29財契第A 324号 29基建第 62号 都市計画道路高山駅東口線道路改良（その2）工事
高山市花里町
4丁目他地内

大山土木㈱ 127,539,360 平成30年2月20日 平成30年9月28日 平成30年10月11日 標準型 土木系工事一般 79

30財契第A 3号 30水上第 25号 街路高山駅東口線道路改良に伴う配水管布設替工事
高山市花里町
4丁目地内

㈱洞口設備工業 5,829,840 平成30年5月1日 平成30年9月28日 平成30年10月11日 簡便型 土木系工事一般 69

30財契第A 72号 30市ス第 58号 本郷屋内運動場自動火災報知設備改修
高山市上宝町
本郷地内

㈱トータルサービス 2,095,200 平成30年8月8日 平成30年10月10日 平成30年10月17日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 74

30財契第A 29号 30清支第 35号 林道改良工事（夏厩～大倉線）
高山市清見町
坂下地内

㈲梅地土建 6,160,320 平成30年7月10日 平成30年10月31日 平成30年10月22日 簡便型 土木系工事一般 75

30財契第A 85号 30上支第 64号 市道見座2号線他舗装修繕工事
高山市上宝町
見座地内

㈱金岡建設 2,534,760 平成30年8月28日 平成30年10月26日 平成30年10月25日 小規模型 土木系工事一般 74

30財契第A 26号 30荘支第 19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㈱ 3,834,000 平成30年6月21日 平成30年10月12日 平成30年10月25日 小規模型 土木系工事一般 74

30財契第A 94号 30高支第 46号 かがり火クロスカントリーコースウッドチップ舗装修繕
高山市高根町
留之原地内

㈱長瀬土建 1,782,000 平成30年8月28日 平成30年10月30日 平成30年10月31日 小規模型 土木系工事一般 71
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30財契第A 33号 30上支第 43号 槍平南岳線歩道整備工事
高山市奥飛騨温泉郷
神坂地内

㈱中林工務店 1,965,600 平成30年6月29日 平成30年10月31日 平成30年11月6日 小規模型 土木系工事一般 72

30財契第A 39号 30上支第 51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 9,849,600 平成30年7月17日 平成30年10月31日 平成30年11月6日 簡便型 土木系工事一般 76

30財契第A 68号 30荘支第 22号 橋梁修繕（引原橋）工事
高山市荘川町
猿丸地内

橋本建設㈱ 4,860,000 平成30年7月26日 平成30年10月25日 平成30年11月7日 小規模型 土木系工事一般 77

30財契第A 109号 30教総第 101号 花里小学校トイレ洋式化工事 高山市花里町地内 ㈱蜘手製材所 2,754,000 平成30年9月5日 平成30年10月31日 平成30年11月9日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 69

30財契第A 47号 30朝支第 34号 市道立岩段本線側溝修繕工事
高山市朝日町
立岩地内

㈲フル永建設 3,348,000 平成30年7月5日 平成30年10月31日 平成30年11月12日 小規模型 土木系工事一般 68

30財契第A 48号 30朝支第 38号 市道万石線舗装修繕工事
高山市朝日町
万石地内

㈲フル永建設 3,888,000 平成30年7月5日 平成30年10月31日 平成30年11月12日 小規模型 土木系工事一般 73

30財契第A 49号 30朝支第 39号 橋梁修繕（甲沖野橋）工事
高山市朝日町
甲地内

㈱アクト 3,790,800 平成30年7月5日 平成30年10月31日 平成30年11月12日 小規模型 土木系工事一般 78

30財契第A 13号 30消総第 44号 朝日町甲地内　耐震性貯水槽40㎥新設工事
高山市朝日町
甲地内

㈱アクト 8,473,680 平成30年6月12日 平成30年11月30日 平成30年11月16日 簡便型 土木系工事一般 73

30財契第A 119号 30宮支第 62号 市道野添山下線舗装修繕工事
高山市一之宮町
本通上地内

㈲稲子土建 2,678,400 平成30年9月20日 平成30年11月12日 平成30年11月22日 小規模型 土木系工事一般 70

30財契第A 86号 30教総第 90号 朝日中学校排水路修繕工事
高山市朝日町
立岩地内

㈱アクト 4,158,000 平成30年8月22日 平成30年11月14日 平成30年11月27日 小規模型 土木系工事一般 76

30財契第A 88号 30建維第 109号 市道愛宕2号線他舗装修繕工事 高山市愛宕町他地内 ㈱新井組 3,974,400 平成30年8月29日 平成30年11月16日 平成30年11月27日 小規模型 土木系工事一般 73

30財契第A 87号 30丹支第 48号 林道駄吉線改良工事
高山市丹生川町
駄吉地内

㈱ワタセ 7,224,120 平成30年9月4日 平成30年11月20日 平成30年11月27日 簡便型 土木系工事一般 72

30財契第A 23号 30高支第 29号 塩沢温泉湯元深井戸ポンプ取替工事
高山市高根町
池ヶ洞地内

㈲中洞設備 9,180,000 平成30年7月24日 平成30年11月22日 平成30年11月29日 簡便型 機械設備工事 76
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30財契第A 177号 30上支第 88号 林道大原線災害復旧工事
高山市上宝町
鼠餅地内

㈱金岡建設 2,937,600 平成30年10月22日 平成31年3月22日 平成30年12月4日 小規模型 土木系工事一般 72

30財契第A 123号 30国支第 58号 市道巾下16号線側溝修繕工事
高山市国府町
宇津江3区地内

㈲駒田建設 2,030,400 平成30年9月20日 平成30年11月30日 平成30年12月4日 小規模型 土木系工事一般 73

30財契第A 7号 30市ス第 43号 鈴蘭シャンツェジャンプ台等解体工事 高山市朝日町地内 ㈱水口土建 67,330,440 平成30年5月29日 平成30年11月30日 平成30年12月6日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 69

30財契第A 137号 30国支第 66号 市道巾下8号線側溝修繕工事
高山市国府町
宇津江2区地内

㈱丸技巧 2,678,400 平成30年10月11日 平成30年12月20日 平成30年12月6日 小規模型 土木系工事一般 78

30財契第A 40号 30水上第 76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

㈲下形設備 6,509,160 平成30年7月17日 平成30年11月30日 平成30年12月6日 簡便型 土木系工事一般 71

30財契第A 105号 30高支第 43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30年8月28日 平成30年11月30日 平成30年12月7日 小規模型 土木系工事一般 76

30財契第A 106号 30高支第 44号 市道鳥屋ノ谷線道路修繕工事
高山市高根町
猪之鼻地内

㈲中田土建 3,510,000 平成30年8月28日 平成30年11月30日 平成30年12月7日 小規模型 土木系工事一般 75

30財契第A 171号 30高支第 48号 市道日和田線舗装修繕工事
高山市高根町
日和田地内

㈲中田土建 4,914,000 平成30年10月17日 平成30年12月21日 平成30年12月7日 小規模型 土木系工事一般 76

29財契第A 202号 29環推第 21号 五色ヶ原の森新規ルート歩道整備工事
高山市丹生川町
岩井谷地内

㈱ワタセ 12,693,240 平成29年10月31日 平成30年11月30日 平成30年12月7日 簡便型 土木系工事一般 73

30財契第A 196号 30農林第 42号 林道十二ヶ岳線災害復旧工事
高山市丹生川町
板殿地内

㈱ワタセ 1,620,000 平成30年10月31日 平成31年3月22日 平成30年12月7日 小規模型 土木系工事一般 74

30財契第A 51号 30上支第 50号 市道中尾焼岳線側溝修繕工事
高山市奥飛騨温泉郷
中尾地内

㈱金岡建設 4,571,640 平成30年7月10日 平成30年11月30日 平成30年12月10日 小規模型 土木系工事一般 72

30財契第A 110号 30上支第 68号 上宝支団消防団車庫屋根塗装工事
高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根、
上宝町見座地内 和仁産業㈱ 2,430,000 平成30年9月7日 平成30年12月14日 平成30年12月10日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 69

30財契第A 132号 30上支第 71号 旧本郷歯科医師住宅解体工事
高山市上宝町
本郷地内

和仁産業㈱ 3,564,000 平成30年9月27日 平成31年3月20日 平成30年12月10日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 72

30財契第A 146号 30環推第 16号 五色ヶ原の森木道滑り止め工事
高山市丹生川町
岩井谷地内

㈱三久 4,806,000 平成30年10月10日 平成30年11月30日 平成30年12月10日 小規模型 土木系工事一般 73

30財契第A 136号 30建維第 145号 市道山田下林6号線他側溝修繕工事 高山市下林町地内 ㈲芦谷土建 3,265,920 平成30年10月3日 平成30年11月30日 平成30年12月11日 小規模型 土木系工事一般 72

30財契第A 35号 30商観第 25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㈱ 24,187,680 平成30年7月3日 平成30年11月30日 平成30年12月11日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 73

30財契第A 175号 30久支第 77号 林道大西線災害復旧工事
高山市久々野町
大西地内

㈲タニモト 4,914,000 平成30年11月6日 平成31年1月15日 平成30年12月12日 小規模型 土木系工事一般 73

30財契第A 45号 30宮支第 44号 モンデウススキー場第4ペアリフト減速機更新工事
高山市一之宮町
苅安地内

安全索道㈱ 8,964,000 平成30年7月10日 平成30年12月7日 平成30年12月12日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 70

30財契第A 151号 30朝支第 69号 林道駄吉線（3号箇所）災害復旧工事
高山市朝日町
青屋地内

㈲フル永建設 2,721,600 平成30年10月17日 平成31年3月20日 平成30年12月12日 小規模型 土木系工事一般 70

30財契第A 107号 30高支第 45号 市道日和田線側溝修繕工事
高山市高根町
日和田地内

㈱小坂建設 3,726,000 平成30年8月28日 平成30年11月30日 平成30年12月13日 小規模型 土木系工事一般 74

30財契第A 36号 30水上第 73号 市道今見2号線他老朽管布設替工事
高山市奥飛騨温泉郷
今見地内

㈲大下設備工業 13,966,560 平成30年7月17日 平成30年11月30日 平成30年12月13日 簡便型 土木系工事一般 73

30財契第A 95号 30福高第 41号 朝日福祉デイサービスセンター空調熱源機器更新工事
高山市朝日町
万石地内

飛騨冷凍空調㈱ 10,584,000 平成30年9月18日 平成31年1月18日 平成30年12月13日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 74

30財契第A 152号 30宮支第 79号 モンデウススキー場ウッドコース災害復旧工事
高山市一之宮町
苅安地内

㈲田中建設 5,919,480 平成30年10月18日 平成30年12月7日 平成30年12月14日 簡便型 土木系工事一般 71

30財契第H 9号 30水下第 166号 久々野衛生センター　脱臭設備洗浄塔修繕
高山市久々野町
久須母地内

浅野環境ソリューション㈱
名古屋営業所 4,698,000 平成30年8月22日 平成30年12月20日 平成30年12月14日 小規模型 機械設備工事 72

30財契第A 98号 30建維第 122号 市道天満上岡本線歩行空間舗装修繕工事
高山市花里町
2丁目地内他

㈱石原建材 8,910,000 平成30年9月18日 平成30年12月10日 平成30年12月17日 簡便型 土木系工事一般 72

30財契第A 161号 30丹支第 59号 ジョイフル朴の木2階ベランダ防水及び軒天修繕工事
高山市丹生川町
久手地内

㈱洞口工務店 4,060,800 平成30年10月18日 平成30年12月20日 平成30年12月18日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 68

30財契第A 128号 30久支第 60号 久々野支団消防ポンプ庫（坂屋班）解体工事
高山市久々野町
久々野地内

㈱長瀬土建 2,160,000 平成30年9月25日 平成30年12月28日 平成30年12月18日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 69

30財契第A 126号 30都建第 28号 市営三福寺第一団地排水管改修工事 高山市三福寺町地内 ㈲村崎設備 3,129,840 平成30年10月10日 平成30年12月14日 平成30年12月18日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 71
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30財契第A 96号 30建設第 28号 市道塩屋15号線歩道新設工事 高山市塩屋町地内 ㈲岩滝建設 13,285,080 平成30年9月18日 平成30年12月25日 平成30年12月19日 簡便型 土木系工事一般 75

30財契第A 174号 30久支第 76号 林道八尺谷線災害復旧工事
高山市久々野町
山梨地内

ナガイ㈱ 1,598,400 平成30年11月1日 平成30年12月14日 平成30年12月20日 小規模型 土木系工事一般 74

30財契第A 56号 30久支第 44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

11,772,000 平成30年7月17日 平成30年12月10日 平成30年12月20日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 71

30財契第A 166号 30国支第 77号 しぶきの湯遊湯館和風露天風呂浴槽改修工事
高山市国府町
宇津江地内

奥飛騨建設㈱ 3,974,400 平成30年10月18日 平成31年2月28日 平成30年12月20日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 73

30財契第A 42号 30水上第 78号 松倉第2ポンプ室増圧ポンプ更新工事 高山市上岡本町地内 ㈲広田土木 9,018,000 平成30年7月17日 平成30年12月14日 平成30年12月20日 簡便型 機械設備工事 72

30財契第A 43号 30水上第 79号 越後ポンプ室増圧ポンプユニット更新工事 高山市千島町地内 高橋建設㈱ 7,452,000 平成30年7月17日 平成30年12月14日 平成30年12月20日 簡便型 機械設備工事 76

29財契第A 313号 29環推第 27号 五色ヶ原の森山小屋建設工事
高山市丹生川町
岩井谷地内

大山土木㈱ 80,161,920 平成30年2月13日 平成30年12月28日 平成30年12月21日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 82

30財契第A 116号 30市生第 27号 丹生川文化ホール屋根防水改修工事
高山市丹生川町
町方地内

㈲佐藤板金工業 23,373,360 平成30年9月25日 平成31年1月31日 平成30年12月21日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 72

30財契第A 141号 30荘支第 63号 桜香の湯換気屋根等修繕工事
高山市荘川町
猿丸地内

橋本建設㈱ 3,564,000 平成30年10月11日 平成30年12月14日 平成30年12月21日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 72

30財契第A 219号 30荘支第 86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30年11月8日 平成30年12月14日 平成30年12月21日 小規模型 土木系工事一般 74

30財契第A 104号 30建維第 126号 市道花岡冬頭線舗装修繕工事
高山市花岡町
3丁目地内

㈱長瀬土建 24,997,680 平成30年9月25日 平成30年12月14日 平成30年12月25日 簡便型 土木系工事一般 75

30財契第A 158号 30建維第 159号 市道糠塚片野線舗装修繕工事 高山市片野町地内 ㈱石原建材 3,888,000 平成30年10月24日 平成30年12月19日 平成30年12月25日 小規模型 土木系工事一般 74

30財契第A 111号 30国支第 55号 河川整備（半田洞谷川)工事
高山市国府町
桐谷地内

㈱石地組 2,654,640 平成30年9月6日 平成30年12月14日 平成30年12月25日 小規模型 土木系工事一般 71

30財契第A 145号 30水下第 193号 マンホール断熱中蓋設置工事 高山市本母町地内他 東成土木㈱ 3,997,080 平成30年10月17日 平成31年1月15日 平成30年12月25日 小規模型 土木系工事一般 72

30財契第A 93号 30教総第 98号 日枝中学校バスケットゴール設置工事 高山市森下町地内 ㈱エクス 6,588,000 平成30年9月11日 平成30年12月14日 平成30年12月26日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 72

30財契第A 224号 30丹支第 77号 市道丹生川上宝線舗装修繕工事
高山市丹生川町
北方地内

道下建設㈱ 2,697,840 平成30年11月21日 平成30年12月21日 平成30年12月26日 小規模型 土木系工事一般 75

30財契第A 225号 30丹支第 78号 市道法力南線舗装修繕工事
高山市丹生川町
法力地内

㈲西分土建 2,862,000 平成30年11月21日 平成30年12月21日 平成30年12月26日 小規模型 土木系工事一般 71

30財契第A 18号 30水上第 54号 六厩浄水場基幹改良（取水導水施設）工事
高山市荘川町
六厩地内

㈱堀川組 22,475,880 平成30年6月26日 平成30年12月17日 平成30年12月26日 簡便型 土木系工事一般 70

30財契第A 172号 30朝支第 77号 美女高原公園展望台等修繕工事
高山市朝日町
見座地内

㈱南組 3,078,000 平成30年10月25日 平成30年12月20日 平成30年12月26日 小規模型 土木系工事一般 73

30財契第A 70号 30水上第 93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 18,779,040 平成30年8月28日 平成30年12月21日 平成30年12月27日 簡便型 土木系工事一般 73

30財契第A 157号 30清支第 81号 市道大原9号線道路修繕工事
高山市清見町
大原地内

㈱堀川組 4,698,000 平成30年10月17日 平成30年12月25日 平成30年12月28日 小規模型 土木系工事一般 73

30財契第A 149号 30都市第 68号 公共公園災　宮川水辺ふれあい公園災害復旧工事 高山市七日町地内外 ㈱エクス 9,363,600 平成30年10月30日 平成31年3月22日 平成30年12月28日 簡便型 土木系工事一般 73

30財契第A 193号 30水上第 144号 市道千島松本線道路改良に伴う配水管布設替工事 高山市松本町地内 ㈲松野水道工事店 1,922,400 平成30年10月31日 平成30年12月21日 平成30年12月28日 小規模型 土木系工事一般 70


