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31財契第A 375号 31建維第 301号 市道宗猷寺島川原線舗装修繕工事 高山市堀端町地内他 ㈱シモダ道路 5,149,100 令和2年3月17日 令和2年6月30日 令和2年7月7日 簡便型 土木系工事一般 73

31財契第A 412号 31荘支第 78号 市道三谷3号線道路修繕工事（その2）
高山市荘川町
三谷地内

橋本建設㈱ 4,730,000 令和2年3月23日 令和2年6月30日 令和2年7月7日 小規模型 土木系工事一般 81

31財契第A 410号 31朝支第 92号 市道塩屋見座線舗装修繕工事
高山市朝日町
見座地内

㈲フル永建設 4,695,900 令和2年3月19日 令和2年6月30日 令和2年7月8日 小規模型 土木系工事一般 72

02財契第A 51号 02市医第 58号 地域外来・検査センターコンテナ設置工事 高山市上岡本町7-468
岐阜県飛騨総合庁舎敷地内 ㈱林工務店 3,190,000 令和2年6月16日 令和2年7月10日 令和2年7月8日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 78

31財契第A376号 31建維第303号 市道桐生14号線側溝修繕工事
高山市桐生町
5丁目地内

㈲マウス技建 7,546,000 令和2年3月17日 令和2年6月30日 令和2年7月10日 簡便型 土木系工事一般 74

31財契第A381号 31建維第312号 市道上三之町下三之町線側溝修繕工事（その2） 高山市上三之町地内 ㈲マウス技建 4,678,300 令和2年3月11日 令和2年6月30日 令和2年7月10日 小規模型 土木系工事一般 73

31財契第A96号 31建設第20号 市道下三之町本町線（仮称）宮川人道橋下部工工事
高山市下三之町
・本町地内

㈱垣越組 55,476,300 令和1年9月3日 令和2年6月30日 令和2年7月10日 標準型 土木系工事一般 79

31財契第A193号 31建設第28号 市道下三之町本町線(仮称)宮川人道橋装飾工事
高山市下三之町
・本町地内

高成建設㈱ 17,410,800 令和1年10月29日 令和2年6月30日 令和2年7月10日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 74

31財契第A405号 31国支第136号 市道三日町木曽垣内線側溝修繕工事
高山市国府町
三日町 地内

㈱石地組 4,840,000 令和2年3月26日 令和2年6月30日 令和2年7月13日 小規模型 土木系工事一般 72

31財契第A406号 31国支第138号 市道桐谷線舗装修繕工事
高山市国府町
桐谷地内

塩屋建設工業㈱ 4,345,000 令和2年3月26日 令和2年6月30日 令和2年7月13日 小規模型 土木系工事一般 75

31財契第A408号 31国支第139号 市道山本中央線舗装修繕工事
高山市国府町
山本地内

川端土建㈱ 3,685,000 令和2年3月26日 令和2年6月30日 令和2年7月13日 小規模型 土木系工事一般 74

31財契第A 38・39号 31建設第 11・12号 市道下三之町本町線(仮称)宮川人道橋上部工工事
高山市下三之町
・本町地内

宇野重工㈱
名古屋営業所

134,113,100 令和1年7月23日 令和2年6月30日 令和2年7月13日 標準型 土木系工事一般 82

02財契第A 19号 02商観第 20号 飛騨高山キャンプ場　シャワー室給湯ボイラー更新工事 高山市岩井町地内 ㈲寺田設備 1,980,000 令和2年5月27日 令和2年7月17日 令和2年7月14日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 73

31財契第A 393号 31建維第 320号 市道上二之町大新町線側溝修繕工事（その5）
高山市大新町
1丁目地内

高成建設㈱ 8,520,600 令和2年3月24日 令和2年7月31日 令和2年7月27日 簡便型 土木系工事一般 74

31財契第A 383号 31丹支第 115号 ジョイフル朴の木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

㈱中林工務店 10,890,000 令和2年4月21日 令和2年7月20日 令和2年7月28日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 74
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02財契第A18号 02建設第5号 市道西之一色上岡本2号線側溝新設工事 高山市上岡本町地内 大樹開発㈲ 3,434,200 令和2年5月27日 令和2年8月7日 令和2年8月6日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A24号 02建設第6号 市道下三之町本町線道路新設工事 高山市本町地内 ヒダ道路㈱ 1,966,800 令和2年6月3日 令和2年8月31日 令和2年8月7日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A 23号 02高支第 9号 市道池ヶ洞線道路修繕（落石防除）工事
高山市高根町
池ヶ洞地内

㈲中田土建 3,850,000 令和2年5月29日 令和2年8月31日 令和2年8月7日 小規模型 土木系工事一般 77

02財契第A42号 02国支第40号 特選館あじか空調機設置工事
高山市国府町
金桶地内

㈱大成電気 3,256,000 令和2年6月18日 令和2年8月17日 令和2年8月11日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 74

02財契第A9号 02教総第68号 岩滝小学校地下タンクライニング工事 高山市滝町地内 ㈲島久設備 3,080,000 令和2年5月20日 令和2年7月31日 令和2年8月12日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A 14号 02水上第 29号 市道下切39号線配水管布設替工事 高山市下切町地内 ㈱田原設備工業 2,537,700 令和2年5月27日 令和2年7月30日 令和2年8月12日 小規模型 土木系工事一般 75

02財契第A 31号 02水上第 31号 市道町方24号線配水管布設工事
高山市丹生川町
町方地内

㈲こがいと設備 3,894,000 令和2年6月17日 令和2年7月31日 令和2年8月12日 小規模型 土木系工事一般 74

31財契第A 334号 31財管第 114号 高山市役所自家発電機エンジン及び制御装置改修工事 高山市花岡町地内 川崎電気工事㈱ 33,550,000 令和2年2月4日 令和3年2月26日 令和2年8月26日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 78

02財契第A 1号 02水下第 74号 特環　国道41号久々野・宮道路建設に伴う下水道布設替え工事 高山市一之宮町地内 東成土木㈱ 4,607,900 令和2年4月15日 令和2年8月20日 令和2年8月27日 小規模型 土木系工事一般 75

02財契第A52号 02市建第1号 高山火葬場2号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㈱ 4,323,000 令和2年6月24日 令和2年8月24日 令和2年8月31日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 72

02財契第A7号 02建維第25号 市道馬場川原線他側溝修繕工事
高山市神明町
4丁目地内他

㈱垣源工業 36,985,300 令和2年5月26日 令和2年8月20日 令和2年8月31日 簡便型 土木系工事一般 80

02財契第A8号 02建維第26号 市道千島松本線舗装修繕工事 高山市上一之町地内
㈱市川工務店
高山支店

29,882,600 令和2年5月26日 令和2年8月20日 令和2年8月31日 簡便型 土木系工事一般 81
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02財契第A15号 02朝支第16号 市道ハチヤ線側溝修繕工事
高山市朝日町
西洞地内

㈱水口土建 1,870,000 令和2年5月28日 令和2年8月21日 令和2年9月1日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A2号 02水上第14号 国道41号(石浦ﾊﾞｲﾊﾟｽ)ＢＯＸ設置に伴う配水管布設替工事 高山市一之宮町地内 ㈱蜘手製材所 4,048,000 令和2年4月15日 令和2年8月20日 令和2年9月1日 小規模型 土木系工事一般 76

02財契第A33号 02商工第15号 旧大政倉庫解体・外壁補修工事
高山市本町
3丁目地内

㈲高原建機 2,149,400 令和2年6月10日 令和2年8月31日 令和2年9月2日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 74

02財契第A133号 02丹支第53号 市道日面線災害復旧応急本工事
高山市丹生川町
日面地内

㈲月出組 7,065,300 令和2年7月16日 令和2年8月31日 令和2年9月3日 簡便型 土木系工事一般 72

02財契第A25号 02教総第84号 東小・丹生川小屋内運動場　床塗装改修工事 高山市松之木町地内他
金子工業㈱
高山支店

7,920,000 令和2年6月16日 令和2年8月28日 令和2年9月4日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 74

31財契第A333号 31水下第253号 下水道センター脱水ケーキ移送ポンプ修繕工事 高山市冬頭町地内
三機環境サービス㈱
名古屋営業所

27,280,000 令和2年1月21日 令和2年8月31日 令和2年9月7日 簡便型 機械設備工事 74

31財契第A377号 31建維第308号 市道三福寺松之木1号線道路修繕工事（その2） 高山市三福寺町地内 ㈱田川組 12,955,800 令和2年3月24日 令和2年8月31日 令和2年9月7日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A43号 02市ス第55号 久々野総合運動公園テニスコート修繕工事
高山市久々野町
久々野地内

㈱長瀬土建 2,420,000 令和2年6月24日 令和2年10月30日 令和2年9月8日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A16号 02朝支第15号 市道寺附線道路修繕工事
高山市朝日町
寺附地内

㈱アクト 4,620,000 令和2年5月28日 令和2年8月31日 令和2年9月8日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A17号 02朝支第18号 朝日支所空調設備改修工事
高山市朝日町
万石800番地

㈱山善商店 8,910,000 令和2年6月9日 令和2年8月31日 令和2年9月8日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 73

02財契第A109号 02建維第66号 市道ハチヤ線災害応急仮工事
高山市朝日町
西洞地内

㈱水口土建 13,531,100 令和2年7月8日 令和2年8月31日 令和2年9月8日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A55号 02福高第36号 福祉センター高圧設備修繕工事 高山市地内 山栄電気工事㈲ 1,449,800 令和2年6月24日 令和2年8月31日 令和2年9月9日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 71

02財契第A44号 02久支第40号 アルコピアスキー場自然休養村センター屋根塗装修繕工事
高山市久々野町
無数河地内

飛騨建設㈱ 3,960,000 令和2年6月24日 令和2年8月31日 令和2年9月10日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 75

31財契第A418号 31教総第257号 松倉中学校屋内運動場　屋根改修工事 高山市上岡本町地内他
㈱大装
高山支店

9,667,900 令和2年4月28日 令和2年8月28日 令和2年9月10日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 73

02財契第A30号 02建維第39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 5,511,000 令和2年6月23日 令和2年8月28日 令和2年9月10日 簡便型 土木系工事一般 76

02財契第A75号 02水上第 52号 県道高山上宝線（市管理側道）配水管布設替工事 高山市冬頭町地内 ㈱田原設備工業 3,850,000 令和2年7月15日 令和2年8月31日 令和2年9月11日 小規模型 土木系工事一般 75

02財契第A26号 02建維第37号 市道上三之町下三之町線舗装修繕工事 高山市上三之町地内 ㈱嶋田建設 20,167,400 令和2年6月23日 令和2年9月11日 令和2年9月11日 簡便型 土木系工事一般 79

02財契第A36号 02建維第41号 市道春日堀端線舗装修繕工事 高山市堀端町地内他 飛高建設㈱ 4,415,400 令和2年6月17日 令和2年9月25日 令和2年9月11日 小規模型 土木系工事一般 75

02財契第A4号 02総危第6号 高山市防災行政無線屋外子局移設工事 高山市地内
㈱日立国際電気
岐阜営業所

5,280,000 令和2年4月28日 令和2年9月30日 令和2年9月11日 簡便型 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事 74

02財契第A49号 02久支第41号 市道久須母2号線他舗装修繕工事
高山市久々野町
久須母地内

㈱青木組 4,031,500 令和2年6月24日 令和2年9月11日 令和2年9月17日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A41号 02建維第46号 市道大平橋八日町線舗装修繕工事 高山市八日町地内 井戸工業㈱ 3,000,800 令和2年6月24日 令和2年9月11日 令和2年9月23日 小規模型 土木系工事一般 75

02財契第A 148号 02水下第 180号 農集 秋神地区災害仮復旧工事
高山市朝日町
一之宿他地内

高山管設備工業協同組合 5,500,000 令和2年7月13日 令和2年9月10日 令和2年9月23日 簡便型 土木系工事一般 68


