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29財契第A 306号 29丹支第 126号 河川整備（新張中央排水路）工事
高山市丹生川町
新張地内

㈲月出組 9,889,560 平成30年1月30日 平成30年5月15日 平成30年5月25日 簡便型 土木系工事一般 71

29財契第A 364号 29基維第 310号 市道匠ヶ丘3号線舗装修繕工事 高山市匠ヶ丘町地内 飛高建設㈱ 3,673,080 平成30年3月14日 平成30年5月31日 平成30年5月29日 小規模型 土木系工事一般 77

29財契第A 337号 29国支第 119号 市道桐谷線舗装修繕工事
高山市国府町
桐谷地内

川端土建㈱ 7,344,000 平成30年3月20日 平成30年6月29日 平成30年5月29日 簡便型 土木系工事一般 77

29財契第A 349号 29上支第 116号 市道上宝丹生川線道路修繕工事
高山市上宝町
在家地内

森本建設㈱ 3,321,000 平成30年3月15日 平成30年6月29日 平成30年5月31日 小規模型 土木系工事一般 73
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30財契第A 9号 30基維第 36号 市道池ヶ洞線法面応急修繕工事
高山市高根町
池ヶ洞地内

㈲中田土建 13,953,600 平成30年4月17日 平成30年5月25日 平成30年6月4日 簡便型 土木系工事一般 73

29財契第A 343号 29宮支第 86号 市道野添小瀬田線側溝修繕（その2）工事
高山市一之宮町
野上地内

㈲田中建設 2,311,200 平成30年3月8日 平成30年6月29日 平成30年6月6日 小規模型 土木系工事一般 72

29財契第A 351号 29丹支第 137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

㈲西分土建 4,732,560 平成30年3月15日 平成30年6月29日 平成30年6月11日 小規模型 土木系工事一般 75

29財契第A 347号 29上支第 114号 市道在家本郷線舗装修繕工事
高山市上宝町
本郷地内

宝興建設㈱ 8,459,640 平成30年3月20日 平成30年6月29日 平成30年6月12日 簡便型 土木系工事一般 75

29財契第A 333号 29基維第 277号 市道花岡冬頭線側溝修繕工事（その2）
高山市花岡町
3丁目地内

高成建設㈱ 9,101,160 平成30年3月13日 平成30年6月29日 平成30年6月14日 簡便型 土木系工事一般 73

29財契第A 374号 29久支第 132号 市道反保24号線舗装修繕③工事
高山市久々野町
久々野地内

㈱長瀬土建 4,836,240 平成30年3月29日 平成30年6月29日 平成30年6月18日 小規模型 土木系工事一般 73

29財契第A 342号 29宮支第 85号 市道青木1号線道路修繕工事
高山市一之宮町
問坂上地内

㈲野口土建 4,708,800 平成30年3月8日 平成30年6月29日 平成30年6月18日 小規模型 土木系工事一般 72

29財契第A 363号 29清支第 109号 市道巣野俣8号線舗装修繕工事（その2）
高山市清見町
上小鳥地内

㈲清高建設 4,374,000 平成30年3月14日 平成30年6月29日 平成30年6月20日 小規模型 土木系工事一般 72

29財契第A 370号 29高支第 57号 市道池ケ洞線道路修繕（落石防除）工事（その3）
高山市高根町
池ケ洞地内

㈲中田土建 4,968,000 平成30年3月23日 平成30年6月29日 平成30年6月21日 小規模型 土木系工事一般 75

29財契第A 371号 29高支第 58号 市道日和田線舗装修繕工事
高山市高根町
日和田地内

㈱小坂建設 4,806,000 平成30年3月23日 平成30年6月29日 平成30年6月21日 小規模型 土木系工事一般 74

29財契第A 372号 29高支第 59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 4,806,000 平成30年3月23日 平成30年6月29日 平成30年6月21日 小規模型 土木系工事一般 75

29財契第A 341号 29基維第 287号 市道本母10号線側溝修繕工事 高山市本母町地内 坂本設備工業㈱ 8,063,280 平成30年3月20日 平成30年6月20日 平成30年6月26日 簡便型 土木系工事一般 75

29財契第A 360号 29朝支第 80号 市道青屋線側溝修繕工事(4)
高山市朝日町
青屋地内

㈱南組 4,860,000 平成30年3月15日 平成30年6月29日 平成30年6月27日 小規模型 土木系工事一般 72

29財契第A 335号 29基維第 279号 市道岡本14号線側溝修繕工事（その2）
高山市岡本町
2丁目地内

㈲光永 5,823,360 平成30年3月13日 平成30年6月29日 平成30年6月27日 簡便型 土木系工事一般 72

29財契第A 330号 29基維第 273号 市道三福寺東山台１号線側溝修繕工事 高山市三福寺町地内 ㈲田川組 6,569,640 平成30年3月6日 平成30年6月29日 平成30年6月28日 簡便型 土木系工事一般 74

29財契第A 339号 29基維第 285号 市道石浦75号線側溝修繕工事
高山市石浦町
9丁目地内

東成土木㈱ 9,961,920 平成30年3月13日 平成30年6月29日 平成30年6月28日 簡便型 土木系工事一般 75

30財契第A 4号 30水上第 28号 市道巾下7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2区地内

㈲八賀設備 1,346,760 平成30年4月25日 平成30年6月29日 平成30年6月29日 小規模型 土木系工事一般 66

29財契第A 329号 29基維第 272号 市道松之木合崎線舗装修繕工事 高山市三福寺町地内 大昌建設㈱ 19,041,480 平成30年3月13日 平成30年6月29日 平成30年6月29日 簡便型 土木系工事一般 76


