
平成３０年度　７月度（No.1）　　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

29財契第A 348号 29上支第 115号 市道平湯餌掛線舗装修繕工事
高山市奥飛騨温泉郷
一重ヶ根地内

㈲下仲組 3,510,000 平成30年3月15日 平成30年6月29日 平成30年7月2日 小規模型 土木系工事一般 72

29財契第A 350号 29上支第 117号 市道田頃家5号線道路修繕工事
高山市奥飛騨温泉郷
田頃家地内

㈲下仲組 4,703,400 平成30年3月15日 平成30年6月29日 平成30年7月2日 小規模型 土木系工事一般 74

30財契第A 2号 30市ス第 33号 高山市民プールトイレ洋式化工事 高山市赤保木町地内 ㈱大洞水道 2,484,000 平成30年4月18日 平成30年6月22日 平成30年7月4日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 65

29財契第A 373号 29国支第 124号 市道桜野線側溝修繕工事
高山市国府町
広瀬町地内

㈱石地組 3,024,000 平成30年3月23日 平成30年6月29日 平成30年7月4日 小規模型 土木系工事一般 75

29財契第A 355号 29丹支第 136号 市道日面線舗装修繕工事
高山市丹生川町
日面地内

道下建設㈱ 8,209,080 平成30年3月20日 平成30年6月29日 平成30年7月9日 簡便型 土木系工事一般 75

29財契第A 375号 29久支第 133号 市道茂谷線舗装修繕工事
高山市久々野町
山梨地内

㈲タニモト 4,806,000 平成30年3月29日 平成30年6月29日 平成30年7月10日 小規模型 土木系工事一般 72

29財契第A 376号 29久支第 134号 市道茂谷線舗装修繕②工事
高山市久々野町
西洞地内

㈲島田組 4,752,000 平成30年3月29日 平成30年6月29日 平成30年7月10日 小規模型 土木系工事一般 72

29財契第A 377号 29久支第 135号 市道大西15号線道路修繕工事
高山市久々野町
大西地内

ナガイ㈱ 2,376,000 平成30年3月29日 平成30年6月29日 平成30年7月10日 小規模型 土木系工事一般 70

29財契第A 369号 29久支第 137号 市道西洞7号線側溝修繕工事(2)
高山市久々野町
山梨地内

㈱青木組 2,376,000 平成30年3月29日 平成30年6月29日 平成30年7月10日 小規模型 土木系工事一般 73

30財契第A 1号 30水上第 16号 市道昭和山田線舗装修繕に伴う配水管布設替工事
高山市上岡本町
8丁目地内

㈱大洞水道 26,379,000 平成30年4月17日 平成30年6月29日 平成30年7月10日 簡便型 土木系工事一般 67

29財契第A 344号 29宮支第 87号 市道橋詰砂畑線舗装修繕（その2）工事
高山市一之宮町
駅前地内

㈲山下土建 2,354,400 平成30年3月8日 平成30年6月29日 平成30年7月10日 小規模型 土木系工事一般 71

29財契第A 365号 29国支第 121号 市道巾下７号線舗装修繕工事
高山市国府町
宇津江２区地内

㈲金子土建 4,860,000 平成30年3月23日 平成30年6月29日 平成30年7月10日 小規模型 土木系工事一般 74

29財契第A 366号 29国支第 122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 4,903,200 平成30年3月23日 平成30年6月29日 平成30年7月10日 小規模型 土木系工事一般 78

29財契第A 334号 29基維第 278号 市道岡本21号線側溝修繕工事（その2）
高山市岡本町
4丁目地内

㈲芦谷土建 12,181,320 平成30年3月20日 平成30年6月29日 平成30年7月11日 簡便型 土木系工事一般 70

29財契第A 345号 29基維第 288号 市道山田緑ヶ丘線舗装修繕工事 高山市山田町他地内 井戸工業㈱ 7,682,040 平成30年3月20日 平成30年6月29日 平成30年7月11日 簡便型 土木系工事一般 73

29財契第A 353号 29基維第 293号 市道岩井10号線道路修繕工事 高山市岩井町地内 ㈲中家組 4,943,160 平成30年3月14日 平成30年6月29日 平成30年7月11日 小規模型 土木系工事一般 73

29財契第A 361号 29清支第 107号 市道藤瀬1号線道路修繕工事
高山市清見町
藤瀬地内

㈱堀川組 3,078,000 平成30年3月14日 平成30年6月29日 平成30年7月11日 小規模型 土木系工事一般 75

29財契第A 362号 29清支第 108号 市道三日町5号線側溝修繕工事
高山市清見町
牧ヶ洞地内

㈲橋詰設備 2,061,720 平成30年3月14日 平成30年6月29日 平成30年7月11日 小規模型 土木系工事一般 70

29財契第A 336号 29基維第 280号 市道花里8号線道路修繕工事
高山市花里町
1丁目地内

大和建設㈱ 7,140,960 平成30年3月13日 平成30年6月29日 平成30年7月11日 簡便型 土木系工事一般 68

29財契第A 340号 29基維第 286号 市道大新町七日町線側溝修繕工事
高山市大新町
2・3丁目地内

㈱技翔 10,252,440 平成30年3月13日 平成30年6月29日 平成30年7月11日 簡便型 土木系工事一般 73

29財契第A 354号 29基維第 306号 市道八日町15号線側溝修繕工事 高山市八日町地内 ヒダ道路㈱ 4,577,040 平成30年3月14日 平成30年6月29日 平成30年7月12日 小規模型 土木系工事一般 72

29財契第A 357号 29朝支第 77号 市道桑野線道路修繕工事(2)
高山市朝日町
立岩地内

㈲フル永建設 4,903,200 平成30年3月15日 平成30年6月29日 平成30年7月12日 小規模型 土木系工事一般 74

29財契第A 358号 29朝支第 78号 市道大黒線道路修繕工事
高山市朝日町
上ケ見地内

㈱アクト 4,914,000 平成30年3月15日 平成30年6月29日 平成30年7月12日 小規模型 土木系工事一般 77

29財契第A 359号 29朝支第 79号 市道寺附線道路修繕工事(2)
高山市朝日町
浅井地内

㈲フル永建設 4,892,400 平成30年3月15日 平成30年6月29日 平成30年7月12日 小規模型 土木系工事一般 75

29財契第A 352号 29基維第 292号 市道山口朝日線道路修繕工事 高山市山口町地内 ㈱古橋組 5,293,080 平成30年3月14日 平成30年6月29日 平成30年7月12日 簡便型 土木系工事一般 70

29財契第A 367号 29国支第 123号 市道金桶線側溝修繕工事
高山市国府町
金桶地内

㈱塩屋建設工業 4,752,000 平成30年3月23日 平成30年6月29日 平成30年7月12日 小規模型 土木系工事一般 73

29財契第A 368号 29荘支第 76号 市道黒谷明宝線側溝修繕工事（その2）
高山市荘川町
寺河戸地内

橋本建設㈱ 4,536,000 平成30年3月23日 平成30年6月29日 平成30年7月12日 小規模型 土木系工事一般 76

29財契第A 378号 29荘支第 77号 市道中畑5号線道路修繕工事
高山市荘川町
中畑地内

森建設㈱ 4,590,000 平成30年3月29日 平成30年6月29日 平成30年7月12日 小規模型 土木系工事一般 69



平成３０年度　７月度 （No.2）　　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

29財契第A 379号 29荘支第 78号 市道平頭町屋線舗装修繕工事（その2）
高山市荘川町
町屋地内

橋本建設㈱ 4,860,000 平成30年3月29日 平成30年6月29日 平成30年7月12日 小規模型 土木系工事一般 75

29財契第A 247号 29基都第 124号 駅西交流広場キャノピー等建築工事
高山市昭和町
1丁目地内

㈱田中工務店 25,920,000 平成29年12月5日 平成30年7月31日 平成30年7月13日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 74

30財契第A 15号 30市ス第 50号 飛騨高山御嶽トレーニングセンター体育館床他改修工事
高山市高根町
日和田地内

金子工業㈱高山支店 2,106,000 平成30年6月6日 平成30年7月31日 平成30年7月30日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 75

30財契第A 11号 30水上第 37号 市道石浦21号線配水管布設工事
高山市石浦町
2丁目地内

㈱神高　高山営業所 1,976,400 平成30年5月30日 平成30年7月20日 平成30年7月30日 小規模型 土木系工事一般 69

30財契第A 10号 30教文第 30号 吉島家土蔵等修理工事（火垣修理）
高山市大新町
一丁目地内

㈱田口組 5,594,400 平成30年5月29日 平成30年7月31日 平成30年7月31日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 76

29財契第A 338号 29丹支第 135号 市道折敷地線道路修繕工事
高山市丹生川町
折敷地地内

㈲北都総合開発 6,902,280 平成30年3月20日 平成30年7月25日 平成30年7月31日 簡便型 土木系工事一般 80



平成３０年度　８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

29財契第A 332号 29基維第 276号 市道昭和山田線他舗装修繕工事
高山市上岡本
8丁目地内

㈲金子土建 15,653,520 平成30年3月13日 平成30年6月29日 平成30年8月7日 簡便型 土木系工事一般 75

30財契第A 34号 30高支第 31号 日和田ハイランド陸上競技場外周コース改修工事
高山市高根町
日和田地内

㈲中田土建 4,082,400 平成30年6月26日 平成30年8月24日 平成30年8月8日 小規模型 土木系工事一般 75

29財契第A 346号 29環推第 30号 五色ヶ原の森　森林管理・緊急時用避難路整備工事（第2期） 高山市丹生川町地内 大樹開発㈲ 12,071,160 平成30年3月20日 平成30年7月31日 平成30年8月13日 簡便型 土木系工事一般 74

30財契第A 17号 30宮支第 36号 高山市一之宮支所庁舎冷房設備修繕 高山市一之宮町内 飛騨冷凍空調㈱ 1,598,400 平成30年6月14日 平成30年7月31日 平成30年8月13日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 67

30財契第A 8号 30建設第 1号 市道千島線道路改良工事 高山市千島町地内 ヒダ道路㈱ 4,959,360 平成30年5月15日 平成30年7月31日 平成30年8月13日 簡便型 土木系工事一般 70

30財契第A 6号 30建維第 27号 河川整備（神明水路）工事
高山市神明町
2丁目地内

㈲マウス技建 10,584,000 平成30年5月22日 平成30年8月10日 平成30年8月23日 簡便型 土木系工事一般 74

30財契第A 74号 30建維第 89号 市道楢谷4号線災害応急仮工事
高山市清見町
楢谷地内

㈲清高建設 2,970,000 平成30年7月9日 平成30年8月10日 平成30年8月23日 小規模型 土木系工事一般 70

30財契第A 50号 30上支第 47号 市道在家線舗装修繕工事
高山市上宝町
在家地内

美笠建設㈱ 3,456,000 平成30年7月10日 平成30年9月20日 平成30年8月30日 小規模型 土木系工事一般 72



平成３０年度　９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

28財契第A 71号 28基駅第 17号 高山駅東口駅前広場建築工事
高山市昭和町
１丁目地内

飛騨建設㈱ 385,963,920 平成28年9月23日 平成30年8月31日 平成30年9月4日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 77

30財契第A 44号 30久支第 36号 道の駅なぎさ空調設備修繕工事
高山市久々野町
渚地内

㈱アクアテック 2,646,000 平成30年7月5日 平成30年8月31日 平成30年9月6日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 74

30財契第A 22号 30水上第 59号 市道上岡本47号線配水管布設工事
高山市上岡本町
1丁目地内

㈲松野水道工事店 2,430,000 平成30年6月13日 平成30年8月30日 平成30年9月6日 小規模型 土木系工事一般 70

28財契第A 70号 28基駅第 16号 高山駅東口駅前広場整備工事
高山市昭和町
１丁目地内

新井・林特定建設工事
共同企業体

378,615,600 平成28年9月23日 平成30年8月31日 平成30年9月7日 標準型 土木系工事一般 81

30財契第A 32号 30久支第 29号 市道茂谷線舗装修繕工事
高山市久々野町
山梨地内

㈲島田組 4,698,000 平成30年6月28日 平成30年8月31日 平成30年9月10日 小規模型 土木系工事一般 74

30財契第A 46号 30建維第 69号 市道滝12号線舗装修繕工事 高山市滝町地内 ㈱シモダ道路 2,106,000 平成30年7月11日 平成30年8月31日 平成30年9月11日 小規模型 土木系工事一般 70

30財契第A 57号 30建維第 84号 市道川原名田線側溝修繕工事
高山市八軒町
3丁目地内

高成建設㈱ 1,944,000 平成30年7月18日 平成30年9月20日 平成30年9月11日 小規模型 土木系工事一般 68

28財契第A 348号 28基駅第 40号 高山駅東口駅前広場造園工事
高山市昭和町
１丁目地内

㈱エクス 93,744,000 平成29年2月21日 平成30年8月31日 平成30年9月12日 標準型 土木系工事一般 75

29財契第A 25号 29基都第 60号 高山駅東口駅前広場造園工事（2)
高山市昭和町
１丁目地内

㈱門造園土木 56,882,520 平成29年7月11日 平成30年8月31日 平成30年9月12日 標準型 土木系工事一般 78

30財契第A 91号 30農務第 28号 災害応急仮工事（農道漆垣内2号線） 高山市漆垣内町地内 高村建設㈱ 1,971,000 平成30年7月10日 平成30年8月31日 平成30年9月13日 小規模型 土木系工事一般 69

30財契第A 38号 30上支第 49号 市道見座タダノ線舗装修繕工事
高山市上宝町
吉野地内

和仁建設㈱ 2,723,760 平成30年7月10日 平成30年9月20日 平成30年9月26日 小規模型 土木系工事一般 74


