
令和2年度　１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

02財契第A152号 02水下第185号 特環　宇津江浄化センター除塵設備更新工事
高山市国府町
宇津江地内

㈱メカトロニクス
高山支店

6,710,000 令和2年9月23日 令和3年1月15日 令和3年1月5日 簡便型 機械設備工事 74

02財契第A50号 02農務第10号 松之木揚水機場ポンプ整備補修工事 高山市三福寺町 ㈱岩佐鐵工所 7,516,300 令和2年7月7日 令和3年2月15日 令和3年1月21日 簡便型 機械設備工事 75

02財契第A164号 02市ス第61号 奥飛騨トレーニングセンタープール地下タンクライニング工事 高山市奥飛騨温泉郷地内 ㈱山善商店 4,125,000 令和2年9月16日 令和3年2月12日 令和3年1月21日 小規模型 土木系工事一般 77

02財契第A64号 02水下第142号 公共下水道　曙町中継施設更新工事
高山市曙町
3丁目地内

㈲下形設備 7,590,000 令和2年7月21日 令和3年1月29日 令和3年1月26日 簡便型 機械設備工事 73

02財契第A66号 02水下第144号 公共下水道　岡本町4丁目中継施設更新工事
高山市岡本町
4丁目地内

㈲横田電機 4,565,000 令和2年7月15日 令和3年1月29日 令和3年1月26日 小規模型 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事 74

02財契第A65号 02水下第143号 公共下水道　八日町他中継施設更新工事 高山市八日町他地内
日本エンヂニヤ㈱
岐阜営業所

4,037,000 令和2年7月15日 令和3年1月29日 令和3年1月26日 小規模型 機械設備工事 73

02財契第A103号 02教総第130号 東小学校　校舎空調設備設置工事 高山市松之木町地内 飛騨冷凍空調㈱ 24,200,000 令和3年8月11日 令和3年2月5日 令和3年1月27日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 76

2財契第A 208号 2水上第 104号 市道六厩1号線（三九朗橋）改良に伴う配水管布設替工事
高山市荘川町
六厩地内

㈲橋詰設備 3,740,000 令和2年10月14日 令和3年3月26日 令和3年1月28日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A108号 02建設第21号 市道六厩1号線（三九朗橋）橋りょう長寿命化改良工事
高山市荘川町
六厩地内

東成土木㈱ 13,894,100 令和2年8月25日 令和3年3月26日 令和3年1月29日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A116号 02荘支第39号 荘川の里　旧木下家住宅茅葺替え修理工事
高山市荘川町
新渕地内

㈱イコクヤ 28,820,000 令和2年8月25日 令和3年3月19日 令和3年1月29日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 73
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02財契第A 101号 02宮支第 26号 モンデウススキー場降雪機用送水ポンプ更新工事
高山市一之宮町
苅安地内

㈲横田電機 9,680,000 令和2年8月4日 令和3年1月25日 令和3年2月2日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 74

02財契第A240号 02建維第152号 市道上岡本山田線側溝修繕工事 高山市上岡本町地内 大和建設㈱ 4,111,800 令和2年11月18日 令和3年3月5日 令和3年2月2日 小規模型 土木系工事一般 70

2財契第A 241号 2建維第 155号 市道下林13号線道路修繕工事 高山市下林町地内 ㈲芦谷土建 2,591,600 令和2年11月25日 令和3年3月19日 令和3年2月3日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A235号 02建維第150号 市道森下6号線側溝修繕工事
高山市森下町
1丁目地内

㈲光永 6,542,800 令和2年12月1日 令和2年3月22日 令和3年2月4日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A 196号 02上支第 85号 市道蒲田線道路修繕工事
高山市奥飛騨温泉郷
神坂地内

美笠建設㈱ 6,196,300 令和2年10月16日 令和3年3月19日 令和3年2月4日 簡便型 土木系工事一般 76

02財契第A165号 02都市第48号 飛騨川河川公園災害復旧工事
高山市久々野町
久須母地内他

㈲島田組 17,600,000 令和2年10月6日 令和3年1月29日 令和3年2月5日 簡便型 土木系工事一般 74

2財契第A 58号 2建設第 18号 市道宮原新田線（谷戸橋）橋りょう長寿命化改良工事
高山市上宝町
在家地内

㈲下仲組 25,661,900 令和2年7月14日 令和3年3月19日 令和3年2月8日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A67号 02水下第146号 特定環境保全　奥飛騨温泉郷平湯中継施設更新工事
高山市奥飛騨温泉郷
平湯地内

㈲大下設備工業 1,837,000 令和2年7月15日 令和3年1月29日 令和3年2月10日 小規模型 機械設備工事 72

02財契第A121号 02水下第176号 特定環境保全　平湯浄化センター除塵設備更新工事
高山市奥飛騨温泉郷
平湯地内

㈲大下設備工業 19,800,000 令和2年9月8日 令和3年1月29日 令和3年2月10日 簡便型 機械設備工事 74

02財契第A 206号 02都建第 39号 市営赤保木団地浴室設備改修工事 高山市赤保木町地内 ㈲寺田設備 9,856,000 令和2年10月27日 令和3年3月19日 令和3年2月12日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 76

02財契第A 22号 02総危第 9号 高山市防災行政無線中継局電源設備工事
高山市久々野町無数河地内
及び高山市荘川町寺河戸地内

㈱日立国際電気
岐阜営業所

107,250,000 令和2年6月9日 令和3年3月12日 令和3年2月12日 標準型 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事 76

02財契第A 236号 02建維第 151号 市道赤保木10号線側溝修繕工事 高山市赤保木町地内 高成建設㈱ 2,625,700 令和2年11月18日 令和3年2月19日 令和3年2月15日 小規模型 土木系工事一般 68

02財契第A 187号 02水下第 193号 特環　国府町宇津江中継施設更新工事
高山市国府町
宇津江地内

㈱メカトロニクス
高山支店

1,562,000 令和2年10月7日 令和3年2月26日 令和3年2月16日 小規模型 機械設備工事 73

02財契第A60号 02財管第62号 高山市役所電話交換機等改修工事 高山市花岡町地内 ヒダ電話工業㈱ 31,570,000 令和2年7月21日 令和3年2月10日 令和3年2月18日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 72

02財契第A83.84号 02教総第100・115号 三枝小・中山中学校校舎空調設備設置工事 高山市中山町他地内 ㈱岩佐鐵工所 41,313,800 令和2年7月28日 令和3年2月12日 令和3年2月19日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 75

02財契第A285号 02建維第190号 市道滝塩屋線側溝修繕工事 高山市塩屋町地内 ㈲セフテム 2,954,600 令和3年1月6日 令和3年3月26日 令和3年2月24日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A239号 02教総第219号 日枝中・朝日中学校防火シャッター安全装置設置工事
高山市森下町1丁目
・朝日町立岩地内

㈱田口組 8,734,000 令和2年12月1日 令和3年3月12日 令和3年2月25日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 72

02財契第A98・99号 02教総第122・123号 丹生川小・東山中学校　校舎空調設備設置工事
高山市丹生川町
外地内

㈱岩佐鐵工所 47,190,000 令和2年8月4日 令和3年2月19日 令和3年2月26日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 76

02財契第A212号 02丹支第72号 岩井用水路水管橋整備補修工事
高山市丹生川町
町方地内

㈱ワタセ 7,664,800 令和2年11月4日 令和3年2月19日 令和3年2月26日 簡便型 土木系工事一般 77

02財契第A308号 02教総第269号 北小学校屋内運動場給水配管敷設替え工事 高山市桐生町地内 松井水道㈲ 4,378,000 令和3年1月13日 令和3年3月26日 令和3年2月26日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 77
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02財契第A250号 02建維第163号 市道緑ヶ丘10号線側溝修繕工事
高山市緑ヶ丘町
1丁目地内

沢田建設工業㈱ 2,336,400 令和2年12月2日 令和3年3月12日 令和3年3月1日 小規模型 土木系工事一般 72

02財契第A252号 02農務第55号 赤保木上切用水路修繕工事 高山市上切町地内 ㈲マウス技建 3,924,800 令和2年12月9日 令和3年3月19日 令和3年3月1日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A94.95号 02教総第112.113号 江名子小・日枝中学校校舎空調設備設置工事 高山市江名子町他地内 ㈱アクアテック 63,551,400 令和2年8月4日 令和3年2月19日 令和3年3月2日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 76

02財契第A 270号 02宮支第 69号 公共道災 市道砂畑・五升ヶ谷線災害復旧工事
高山市一之宮町
山下上地内

㈲田中建設 2,310,000 令和2年12月24日 令和3年3月26日 令和3年3月2日 小規模型 土木系工事一般 72

02財契第A96･97号 02教総第124･125号 南小・清見小・荘川小・荘川中学校　校舎空調設備設置工事 高山市岡本町外地内 飛騨冷凍空調㈱ 45,760,000 令和2年8月4日 令和3年3月12日 令和3年3月3日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 77

02財契第A229号 02教学第117号 北小学校情報通信ネットワーク環境整備工事
高山市内
北小学校

㈱ヒダアイテック 29,277,600 令和3年11月24日 令和3年3月24日 令和3年3月8日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 76

02財契第A 176号 02水下第 191号 公共下水道　冬頭町地内管渠布設工事 高山市冬頭町地内 ㈲芦谷土建 16,930,100 令和2年10月20日 令和3年2月26日 令和3年3月8日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A220号 02水下第205号 農集　丹生川中央地区他水処理設備更新工事
高山市丹生川町
町方他地内

㈱アクアテック 7,227,000 令和2年11月4日 令和3年3月26日 令和3年3月8日 簡便型 機械設備工事 73

02財契第A199号 02教学第102号 東小学校情報通信ネットワーク環境整備工事
高山市内
東小学校

㈱トータルサービス 19,758,200 令和2年11月4日 令和3年3月24日 令和3年3月9日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 76

2財契第A 214号 2教総第 187号 朝日中学校屋内運動場ベランダ改修工事
高山市朝日町
立岩地内

㈲中野建築 9,820,800 令和2年11月4日 令和3年3月26日 令和3年3月9日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 70

2財契第A 53号 2建設第 16号 市道村上田頃家線（田頃家橋）橋りょう長寿命化改良工事
高山市奥飛騨温泉郷
田頃家地内

㈱金岡建設 50,670,400 令和2年8月4日 令和3年3月19日 令和3年3月9日 標準型 土木系工事一般 75

02財契第A102号 02教総第109号 西小・花里小学校校舎空調設備設置工事 高山市地内 ㈲中舎工業所 55,330,000 令和3年8月11日 令和3年2月26日 令和3年3月10日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 76

02財契第A267号 02建維第180号 市道大新町15号線側溝修繕工事
高山市大新町
5丁目地内

㈱田川組 4,492,400 令和3年12月16日 令和3年3月19日 令和3年3月11日 小規模型 土木系工事一般 71

02財契第A 192号 02建維第 122号 市営空町駐車場・市営えび坂駐車場ゲート改修工事
高山市馬場町
2丁目地内

㈱中田電気工事 31,900,000 令和2年10月27日 令和3年3月19日 令和3年3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

2財契第A 232号 2建維第 147号 市道大新町1号線側溝修繕工事
高山市大新町
4丁目地内

㈱田川組 4,774,000 令和3年11月11日 令和3年2月26日 令和3年3月11日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A92.93号 02教総第106.107号 宮小・中学校、久々野小・中学校校舎空調設備設置工事 高山市地内 ㈱洞口設備工業 83,600,000 令和3年8月4日 令和3年3月12日 令和3年3月12日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 81

02財契第A292号 02建維第196号 私道整備（錦町地区）工事 高山市江名子町地内 ㈱日枝建設 2,456,300 令和3年1月13日 令和3年3月26日 令和3年3月12日 小規模型 土木系工事一般 69

02財契第A256号 02建維第165号 市道山口10号線側溝修繕工事 高山市山口町地内 ㈱古橋組 4,295,500 令和2年12月9日 令和3年3月26日 令和3年3月12日 小規模型 土木系工事一般 75

02財契第A262号 02建維第173号 市道江名子18号線道路修繕工事 高山市江名子町地内 ㈲中家組 4,050,200 令和2年12月16日 令和3年3月26日 令和3年3月12日 小規模型 土木系工事一般 76

02財契第A 273号 02清支第 85号 公共河災　普通河川戸谷川災害復旧工事
高山市清見町
牧ケ洞地内

㈲梅地土建 2,574,000 令和2年12月24日 令和3年3月25日 令和3年3月15日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A 274号 02清支第 86号 公共河災　普通河川宮谷洞川災害復旧工事
高山市清見町
大原地内

㈲橋詰設備 3,546,400 令和2年12月24日 令和3年3月25日 令和3年3月15日 小規模型 土木系工事一般 72

02財契第A305号 02丹支第159号 公共道災　市道法力南線災害復旧工事
高山市丹生川町
法力地内

㈱洞口工務店 2,065,800 令和3年1月22日 令和3年3月25日 令和3年3月16日 小規模型 土木系工事一般 76

02財契第A204・205号 02教学第113・114号 小中学校情報通信ネットワーク環境整備工事（本郷小・栃尾小・北稜中学校）
高山市内
本郷小学校・栃尾小学校・北稜中学校 宝興建設㈱ 21,029,800 令和2年11月4日 令和3年3月24日 令和3年3月16日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 77

02財契第A216号 02水下第201号 農業集落排水　富士地区農業集落排水処理施設攪拌装置更新工事
高山市国府町
金桶地内

日本エンヂニヤ㈱
岐阜営業所

4,686,000 令和2年10月21日 令和3年3月26日 令和3年3月16日 小規模型 機械設備工事 73

02財契第A306号 02丹支第160号 公共道災　市道丹生川上宝線災害復旧工事
高山市丹生川町
大萱地内

㈲西分土建 2,057,000 令和3年1月22日 令和3年3月25日 令和3年3月16日 小規模型 土木系工事一般 73

2財契第A 255号 2荘支第 56号 市道惣則4号線側溝修繕工事
高山市荘川町
惣則地内

橋本建設㈱ 2,475,000 令和2年12月15日 令和3年3月10日 令和3年3月16日 小規模型 土木系工事一般 76

02財契第A68・69号 02教学第37・38号 小中学校情報通信ネットワーク環境整備工事（西エリア）
高山市内
西小学校他5校、松倉中学校他3校地
内

ヒダ電話工業㈱ 90,095,500 令和2年8月4日 令和3年3月24日 令和3年3月17日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 75

02財契第A139・140号 02教学第86・87号 小中学校情報通信ネットワーク環境整備工事（国府小・中学校）
高山市内
国府小・中学校

高山電気工事㈱ 22,528,000 令和3年9月15日 令和3年3月24日 令和3年3月17日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 79

02財契第A253号 02水下第222号 公共下水道　マンホール蓋替工事（1工区）
高山市岡本町
2丁目地内他

山下技装㈱ 28,567,000 令和2年12月22日 令和3年3月10日 令和3年3月17日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A254号 02水下第223号 公共下水道　マンホール蓋替工事（2工区）
高山市西之一色町
1丁目地内他

東成土木㈱ 16,930,100 令和2年12月22日 令和3年3月10日 令和3年3月17日 簡便型 土木系工事一般 75
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02財契第A202・203号 02教学第105・106号 小中学校情報通信ネットワーク環境整備工事（丹生川小・中学校）
高山市内
丹生川小・中学校

㈱蜘手電気 20,452,300 令和2年11月4日 令和3年3月24日 令和3年3月18日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 68

2財契第A 45号 2水上第 43号 基幹管路（上野浄水場内）耐震化整備工事 高山市松本町地内 ㈱蜘手製材所 90,451,900 令和2年7月28日 令和3年3月25日 令和3年3月18日 標準型 土木系工事一般 75

2財契第A 225号 2水上第 101号 城山配水池防護柵設置工事 高山市城山地内 ㈱古橋組 7,890,300 令和2年11月10日 令和3年3月19日 令和3年3月18日 簡便型 土木系工事一般 71

02財契第A81・82号 02教総第99・114号 国府小･本郷小･国府中･北稜中学校校舎空調設備設置工事 高山市国府町他地内 高橋建設㈱ 72,600,000 令和2年7月28日 令和3年3月5日 令和3年3月18日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 77

02財契第A195号 02教総第170号 栃尾小学校　校舎空調設備設置工事
高山市奥飛騨温泉郷
栃尾地内

㈲大下設備工業 15,950,000 令和2年10月20日 令和3年3月23日 令和3年3月18日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 75

2財契第A 28号 2水上第 35号 水道施設監視システム更新工事 高山市国府町地内
メタウォーター㈱
営業本部中日本営業部

26,950,000 令和2年6月30日 令和3年3月22日 令和3年3月18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A246号 02建維第157号 市道上岡本渋草1号線他舗装修繕工事
高山市上岡本町
8丁目地内

大樹開発㈲ 4,070,000 令和2年11月25日 令和3年3月26日 令和3年3月19日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A261号 02建維第171号 市道吹屋3号線側溝修繕工事 高山市吹屋町地内 高成建設㈱ 2,832,500 令和2年12月16日 令和3年3月26日 令和3年3月19日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A221号 02水下第206号 公共下水道　石浦町1丁目中継施設更新工事
高山市石浦町
1丁目地内

㈱洞口設備工業 5,390,000 令和2年11月4日 令和3年3月26日 令和3年3月19日 簡便型 機械設備工事 73

02財契第A 268号 02宮支第 63号 市道 砂畑13号線 側溝修繕工事
高山市一之宮町
山下中地内

㈲山下土建 3,740,000 令和2年12月17日 令和3年3月19日 令和3年3月19日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A 271号 02宮支第 70号 公共河災 普通河川蔵柱谷川災害復旧工事
高山市一之宮町
奥地内

㈲山下土建 1,925,000 令和2年12月24日 令和3年3月26日 令和3年3月19日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A40号 02教文第40号 高山祭屋台保存修理工事（宝珠台構造外装修理ほか） 高山市下三之町地内外 高山・祭屋台保存技術協同組合 31,350,000 令和2年6月23日 令和3年3月11日 令和3年3月19日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 73

2財契第A 244号 2水上第 120号 国道158号（芦谷地区）配水管布設替工事
高山市丹生川町
芦谷地内

㈲こがいと設備 13,384,800 令和2年12月15日 令和3年3月26日 令和3年3月19日 簡便型 土木系工事一般 73

2財契第A 293号 2水上第 136号 高山市給水拠点整備工事
高山市丹生川町
坊方他地内

㈲こがいと設備 3,773,000 令和3年1月20日 令和3年3月26日 令和3年3月19日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A157号 02建設第30号 市道下切37号線側溝新設工事 高山市下切町地内 ㈱田川組 8,177,400 令和2年9月23日 令和3年3月19日 令和3年3月19日 簡便型 土木系工事一般 75

2財契第A 263号 2建維第 172号 市営かじ橋駐車場機械部品改修工事
高山市本町
3丁目地内

富士変速機㈱ 3,025,000 令和2年12月16日 令和3年3月26日 令和3年3月22日 小規模型 機械設備工事 69

02財契第A319号 02久支第113号 河川整備（中之巻谷川）工事
高山市久々野町
久須母地内

㈱青木組 4,675,000 令和3年1月20日 令和3年3月29日 令和3年3月22日 小規模型 土木系工事一般 75

02財契第A280号 02清支第89号 清見支所地下タンクライニング工事
高山市清見町
三日町地内

㈲橋詰設備 2,948,000 令和3年1月14日 令和3年3月15日 令和3年3月22日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A 249号 02総危第 36号 被災家屋解体工事
高山市久々野町
渚地内

㈲高原建機 9,304,900 令和2年12月15日 令和3年3月26日 令和3年3月22日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A194号 02教総第169号 松倉中・清見中学校　校舎空調設備設置工事 高山市上岡本町外地内
㈱神高
高山営業所

44,000,000 令和2年10月20日 令和3年3月23日 令和3年3月23日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 76

02財契第A 275号 02清支第 87号 河川整備（洞谷川）工事
高山市清見町
藤瀬地内

㈱松葉組 5,141,400 令和2年12月24日 令和3年3月25日 令和3年3月23日 簡便型 土木系工事一般 78

02財契第A 276号 02清支第 88号 河川整備（岩野川）工事
高山市清見町
三日町地内

㈱堀川組 3,553,000 令和2年12月24日 令和3年3月25日 令和3年3月23日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A110.111号 02教総第118.119号 山王小・岩滝小・朝日小・朝日中学校校舎空調設備設置工事 高山市片野町他地内 ㈱アクアテック 80,960,000 令和2年8月25日 令和3年3月15日 令和3年3月24日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 77

2財契第H 11号 2水上第 126号 上野浄水場急速ろ過設備流入サイフォン管修繕 高山市下切町地内
水ingエンジニアリング㈱
中部支店

9,900,000 令和2年12月22日 令和3年3月22日 令和3年3月24日 簡便型 機械設備工事 73

2財契第H 10号 2水上第 127号 下切加圧ポンプ場高圧受電設備修繕 高山市下切町地内 宝興建設㈱ 15,840,000 令和3年1月19日 令和3年3月22日 令和3年3月24日 簡便型 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事 77

02財契第A172号 02国支第85号 市道村山中央線側溝修繕工事
高山市国府町
村山地内

㈱丸技巧 4,951,100 令和2年10月1日 令和3年3月19日 令和3年3月24日 小規模型 土木系工事一般 78

02財契第A243号 02国支第124号 河川整備（カジガ洞川）工事
高山市国府町
山本他地内

川端土建㈱ 4,665,100 令和2年12月10日 令和3年3月19日 令和3年3月24日 小規模型 土木系工事一般 75

02財契第A264号 02国支第128号 公共道災　市道大塚線災害復旧工事
高山市国府町
三日町地内

㈱石地組 3,182,300 令和2年12月17日 令和3年3月24日 令和3年3月24日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A 215号 02市ス第 67号 久々野体育館防水等改修工事 高山市久々野町地内 ㈲松林工務店 5,965,300 令和2年11月4日 令和3年3月22日 令和3年3月24日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 76

02財契第A70・71号 02教学第39・40号 小中学校情報通信ネットワーク環境整備工事（南エリア） 高山市内
山王小学校他6校,日枝中学校他3校 ㈱柳瀬電気 101,447,500 令和2年8月4日 令和3年3月24日 令和3年3月24日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 76
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02財契第A230号 02教学第118号 東山中学校情報通信ネットワーク環境整備工事
高山市内
東山中学校

㈱柳瀬電気 16,088,600 令和2年11月24日 令和3年3月24日 令和3年3月24日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 76

02財契第A238号 02建維第153号 市道名田相生線消融雪側溝整備工事 高山市相生町地内 ㈲光永 19,774,700 令和2年12月8日 令和3年3月26日 令和3年3月24日 簡便型 土木系工事一般 78

02財契第A245号 02建維第159号 市道西岡本線歩行空間舗装修繕工事
高山市岡本町
2丁目地内

㈱シモダ道路 7,756,100 令和2年12月8日 令和3年3月19日 令和3年3月24日 簡便型 土木系工事一般 77

02財契第A 175号 02建維第 109号 県単急傾斜地（下ミセノ地区）崩壊対策工事 高山市松之木町地内 山下技装㈱ 31,994,600 令和2年10月20日 令和3年3月19日 令和3年3月24日 簡便型 土木系工事一般 76

02財契第A371号 02建維第233号 市道八軒町有楽線側溝修繕工事
高山市名田町
4丁目地内他

東成土木㈱ 2,904,000 令和3年2月10日 令和3年3月30日 令和3年3月24日 小規模型 土木系工事一般 76

2財契第A 54号 2水上第 44号 下切加圧ポンプ場1号加圧ポンプ更新工事 高山市下切町地内 ㈲中舎工業所 24,599,300 令和2年7月14日 令和3年3月19日 令和3年3月24日 簡便型 機械設備工事 74

2財契第A 59号 2水上第 46号 基幹管路（市道冨士線）耐震化整備工事
高山市昭和町
3丁目他地内

㈱アクアテック 97,776,800 令和2年7月28日 令和3年3月19日 令和3年3月24日 標準型 土木系工事一般 80

2財契第A 281号 2建維第 188号 市道天満４号線側溝修繕工事
高山市天満町
3丁目地内

高成建設㈱ 2,311,100 令和3年1月6日 令和3年3月26日 令和3年3月24日 小規模型 土木系工事一般 77

02財契第A 266号 02建維第 179号 市道西之一色11号線側溝修繕工事
高山市西之一色町
2丁目地内

大樹開発㈲ 2,115,300 令和2年12月16日 令和3年3月26日 令和3年3月25日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A257号 02市建第3号 久々野火葬場高圧ケーブル更新工事
高山市久々野町
無数河地内

㈱小高電気 1,320,000 令和2年12月9日 令和3年3月19日 令和3年3月25日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 72

02財契第A228号 02水下第213号 宮川終末処理場重油配管修繕工事 高山市冬頭町地内 ㈲広田土木 6,572,500 令和2年11月17日 令和3年3月15日 令和3年3月25日 簡便型 土木系工事一般 72

31財契第A54号 31教総第81号 新宮小学校校舎長寿命化改修工事（建築） 高山市新宮町地内 堀口・林特定建設工事共同企業体
代表構成員　㈱堀口工務店 655,155,600 令和1年9月27日 令和3年3月26日 令和3年3月25日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 84

31財契第A55号 31教総第82号 新宮小学校校舎長寿命化改修工事（電気） 高山市新宮町地内 高山電気工事㈱ 144,112,100 令和1年9月27日 令和3年3月26日 令和3年3月25日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 81

31財契第A56号 31教総第83号 新宮小学校校舎長寿命化改修工事（機械） 高山市新宮町地内 ㈱田原設備工業 206,138,900 令和1年9月27日 令和3年3月26日 令和3年3月25日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 82

2財契第A 242号 2宮支第 61号 河川整備（クルミ谷）工事
高山市一之宮町
南地内

㈲田中建設 7,592,200 令和2年12月8日 令和3年3月19日 令和3年3月25日 簡便型 土木系工事一般 74

2財契第A 269号 2宮支第 68号 公共道災 市道砂畑1号線災害復旧工事
高山市一之宮町
山下下地内

㈲野口土建 2,156,000 令和2年12月24日 令和3年3月26日 令和3年3月25日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A299号 02建維第202号 市道三福寺東山台5号線側溝修繕工事 高山市三福寺地内 ㈱田川組 1,780,900 令和3年1月13日 令和3年3月29日 令和3年3月25日 小規模型 土木系工事一般 75

02財契第A 296号 02建維第 199号 市道松之木53号線他舗装修繕工事 高山市松之木町地内 ㈱石原建材 4,184,400 令和3年1月13日 令和3年3月29日 令和3年3月25日 小規模型 土木系工事一般 75

2財契第A 291号 2上支第 122号 公共道災　市道村上田頃家線災害復旧工事
高山市奥飛騨温泉郷
蓼之俣地内

㈱金岡建設 4,290,000 令和3年1月8日 令和3年3月26日 令和3年3月25日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A222号 02水下第208号 農集　久々野東部地区曝気攪拌装置更新工事
高山市久々野町
大西地内

㈱大洞水道 14,850,000 令和2年11月17日 令和3年3月26日 令和3年3月25日 簡便型 機械設備工事 74

2財契第A 209号 2水上第 103号 市道西洞７号線配水管布設替工事
高山市久々野町
山梨地内

㈱神高
高山営業所

19,611,900 令和2年11月4日 令和3年3月19日 令和3年3月26日 簡便型 土木系工事一般 74

2財契第A 251号 2国支第 125号 市道三日町23号線側溝修繕工事
高山市国府町
三日町 地内

㈱塩屋建設工業 3,575,000 令和2年12月10日 令和3年3月26日 令和3年3月26日 小規模型 土木系工事一般 76

2財契第A 231号 2財管第 114号 高山市役所本庁舎地下LED照明改修工事
高山市花岡町
2丁目地内

高山電気工事㈱ 19,800,000 令和2年12月1日 令和3年3月26日 令和3年3月26日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 72

02財契第H6号 02水下第200号 高山市環境センター　脱臭塔修繕 高山市冬頭町地内
日立造船㈱
中部支社

9,152,000 令和2年10月27日 令和3年3月25日 令和3年3月26日 簡便型 機械設備工事 67

02財契第A 178号 02荘支第 49号 旧荘川学校教員住宅1号（車庫含む）及び２号解体工事
高山市荘川町
新渕地内

㈲高原建機 13,090,000 令和2年10月20日 令和3年3月19日 令和3年3月26日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 79

02財契第A233号 02建維第146号 河川整備（大洞谷川）工事 高山市新宮町地内 東成土木㈱ 10,527,000 令和2年12月1日 令和3年3月22日 令和3年3月26日 簡便型 土木系工事一般 77

2財契第A 197号 2上支第 86号 河川整備(洞谷川)工事
高山市上宝町
見座地内

和仁建設㈱ 4,950,000 令和2年10月16日 令和3年3月19日 令和3年3月26日 小規模型 土木系工事一般 75

2財契第A 258号 2上支第 107号 市道役場学校線舗装修繕工事
高山市上宝町
本郷地内

宝興建設㈱ 2,912,800 令和2年12月11日 令和3年3月19日 令和3年3月26日 小規模型 土木系工事一般 74

2財契第A 259号 2上支第 108号 市道古滝線舗装修繕工事
高山市上宝町
双六地内

美笠建設㈱ 4,015,000 令和2年12月11日 令和3年3月19日 令和3年3月26日 小規模型 土木系工事一般 75

2財契第A 260号 2上支第 109号 市道見座タダノ線側溝修繕工事
高山市上宝町
見座地内

和仁建設㈱ 4,426,400 令和2年12月11日 令和3年3月19日 令和3年3月26日 小規模型 土木系工事一般 74



令和2年度　３月度 (№4)　　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
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工事成績
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02財契第A 207号 02商観第 32号 飛騨民俗村駐車場便所新築工事
高山市上岡本町
1丁目590番地

㈲ライトハウス 27,995,000 令和2年11月4日 令和3年3月22日 令和3年3月29日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 77

02財契第A 352号 02荘支第 72号 河川整備（権徳谷）工事
高山市荘川町
中畑地内

森建設㈱ 4,785,000 令和3年1月29日 令和3年3月25日 令和3年3月29日 小規模型 土木系工事一般 73

31財契第A 51号 31教総第 78号 丹生川中学校校舎長寿命化改修工事（建築） 高山市丹生川町地内 飛騨・丸仲特定建設工事共同企業体
代表構成員　飛騨建設㈱ 492,666,900 令和1年9月27日 令和3年3月26日 令和3年3月29日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 83

31財契第A 52号 31教総第 79号 丹生川中学校校舎長寿命化改修工事（電気） 高山市丹生川町地内 ㈱蜘手電気 159,099,600 令和1年9月27日 令和3年3月26日 令和3年3月29日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 82

31財契第A 53号 31教総第 80号 丹生川中学校校舎長寿命化改修工事（機械） 高山市丹生川町地内 飛騨冷凍空調㈱ 160,811,200 令和1年9月27日 令和3年3月26日 令和3年3月29日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 82

02財契第A277号 02建維第184号 市道本母11号線道路修繕工事 高山市本母町地内 ㈲広田土木 4,543,000 令和2年12月23日 令和3年3月22日 令和3年3月29日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A 286号 02建維第 192号 市道大洞10号線側溝修繕工事 高山市大洞町地内 ㈱古橋組 2,652,100 令和3年1月6日 令和3年3月26日 令和3年3月29日 小規模型 土木系工事一般 70

2財契第A 107号 2水上第 57号 配水本管（国道158号）耐震化整備工事
高山市名田町
5・6丁目他地内

坂本設備工業㈱ 46,592,700 令和2年8月25日 令和3年3月19日 令和3年3月30日 簡便型 土木系工事一般 83

02財契第A282号 02久支第96号 県単急傾斜地（無数河地区）崩壊対策工事
高山市久々野町
無数河地内

㈲新井建設 7,920,000 令和3年1月26日 令和3年3月29日 令和3年3月30日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A287号 02久支第107号 公共道災　市道渚3号線災害復旧工事
高山市久々野町
渚地内

㈲島田組 1,980,000 令和3年1月6日 令和3年3月26日 令和3年3月30日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A247・248号 02教総第224・225号 国府小・国府中学校防球ネット柱立替え工事
高山市国府町
広瀬町地内

㈱エクス 2,310,000 令和2年12月2日 令和3年3月19日 令和3年3月30日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 73

2財契第A 237号 2教文第 59号 桐生町万人講覆屋建築工事
高山市桐生町
1丁目地内

㈱三久 1,969,000 令和2年11月18日 令和3年3月30日 令和3年3月30日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 73

2財契第A 115号 2建設第 23号 市道二本木1号線（二本木橋）橋りょう長寿命化改良工事
高山市清見町
二本木地内

㈲清高建設 20,247,700 令和2年9月8日 令和3年3月19日 令和3年3月30日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A122号 02建設第25号 市道日影1号線（日和橋）橋りょう長寿命化改良工事
高山市丹生川町
日影地内

㈲月出組 16,078,700 令和2年10月15日 令和3年3月25日 令和3年3月30日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A 184号 02消総第 84号 荘川支団新渕班消防団車庫新築工事
高山市荘川町
新渕地内

㈱英建 21,395,000 令和2年10月20日 令和3年3月26日 令和3年3月30日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 77

02財契第A 113号 02水上第 58号 高山市上水道施設　水質計器設置その1工事
高山市丹生川町
他地内

㈱大洞水道 55,622,600 令和2年9月1日 令和3年3月26日 令和3年3月30日 標準型 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事 75

02財契第A 167号 02水上第 89号 高山市上水道施設　水質計器設置その2工事
高山市清見町
他地内

㈲松野水道工事店 51,731,900 令和2年10月6日 令和3年3月29日 令和3年3月30日 標準型 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事 75

02財契第A298号 02建維第201号 市道花岡4号線側溝修繕工事
高山市花岡町
3丁目地内

高成建設㈱ 5,019,300 令和3年1月13日 令和3年3月29日 令和3年3月30日 簡便型 土木系工事一般 74

2財契第A 288号 2建維第 194号 市道神明片原線側溝修繕工事 高山市片原町地内 ㈲芦谷土建 8,726,300 令和3年1月26日 令和3年3月26日 令和3年3月30日 簡便型 土木系工事一般 76

2財契第A 149号 2建設第 26号 市道三谷1号線（不動島橋）橋りょう長寿命化改良工事
高山市荘川町
三谷地内

森建設㈱ 23,832,600 令和2年9月15日 令和3年3月19日 令和3年3月30日 簡便型 土木系工事一般 77

2財契第A 156号 2建設第 28号 市道松之木45号線（鶴ノ巣橋）橋りょう長寿命化改良工事 高山市松之木町地内 飛高建設㈱ 33,271,700 令和2年10月6日 令和3年3月26日 令和3年3月30日 簡便型 土木系工事一般 78

02財契第A 284号 02水下第 230号 公共下水道　冬頭町地内舗装復旧工事 高山市冬頭町地内 大昌建設㈱ 5,152,400 令和3年1月26日 令和3年3月30日 令和3年3月30日 簡便型 土木系工事一般 76

02財契第A 294号 02水下第 232号 公共下水道　西之一色町1丁目地内管渠布設工事
高山市西之一色町
1丁目地内

大樹開発㈲ 5,903,700 令和3年1月26日 令和3年3月26日 令和3年3月30日 簡便型 土木系工事一般 76

02財契第A357号 02水下第240号 公共下水道　マンホール蓋替工事（3工区）
高山市森下町
1丁目他地内

ヒダ道路㈱ 9,735,000 令和3年2月16日 令和3年3月26日 令和3年3月30日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A151号 02水下第184号 特定環境保全　久々野浄化センター汚泥掻寄機長寿命化工事
高山市久々野町
久々野地内

荏原実業㈱
中部営業所

22,440,000 令和2年9月23日 令和3年3月26日 令和3年3月30日 簡便型 機械設備工事 76

2財契第A 333号 2高支第 86号 河川整備（池ノ原川）工事②
高山市高根町
留之原地内

㈱小坂建設 4,620,000 令和3年1月29日 令和3年3月22日 令和3年3月30日 小規模型 土木系工事一般 81

2財契第A 265号 2建維第 177号 市道天満桐生線歩行空間舗装修繕工事
高山市桐生町
2丁目地内　他

井戸工業㈱ 9,570,000 令和3年1月19日 令和3年3月26日 令和3年3月31日 簡便型 土木系工事一般 73

2財契第A 297号 2建維第 200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㈱ 4,895,000 令和3年1月13日 令和3年3月29日 令和3年3月31日 小規模型 土木系工事一般 76

02財契第A278号 02建維第186号 トンネル修繕（岩滝トンネル他）工事 高山市滝町地内他 東成土木㈱ 4,211,900 令和2年12月23日 令和3年3月26日 令和3年3月31日 小規模型 土木系工事一般 76

02財契第A 27号 02市生第 14号 久々野公民館外壁等改修工事 高山市久々野町地内 ㈱洞口工務店 107,989,200 令和2年6月30日 令和3年3月26日 令和3年3月31日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 67
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02財契第A300号 02丹支第154号 公共道災　市道大洲線災害復旧工事
高山市丹生川町
久手地内

㈱ワタセ 4,424,200 令和3年1月22日 令和3年3月25日 令和3年3月31日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A301号 02丹支第155号 公共道災　市道中ノ巣線災害復旧工事
高山市丹生川町
久手地内

㈲西分土建 4,708,000 令和3年1月22日 令和3年3月25日 令和3年3月31日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A302号 02丹支第156号 公共道災　市道旗鉾乗鞍線災害復旧工事
高山市丹生川町
旗鉾地内

道下建設㈱ 4,260,300 令和3年1月22日 令和3年3月25日 令和3年3月31日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A303号 02丹支第157号 公共道災　市道日影3号線災害復旧工事
高山市丹生川町
日影地内

㈱タナカ技建 5,272,300 令和3年1月22日 令和3年3月25日 令和3年3月31日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A304号 02丹支第158号 公共道災　市道芦谷板殿線災害復旧工事
高山市丹生川町
芦谷地内

野口建設㈱ 3,778,500 令和3年1月22日 令和3年3月25日 令和3年3月31日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A307号 02丹支第161号 公共河災　普通河川西之谷川災害復旧工事
高山市丹生川町
日面地内

㈲月出組 2,662,000 令和3年1月22日 令和3年3月25日 令和3年3月31日 小規模型 土木系工事一般 73

2財契第A 279号 2朝支第 52号 公共道災　市道寺附線災害復旧工事（その2）
高山市朝日町
寺附地内

㈱アクト 4,510,000 令和2年12月24日 令和3年3月26日 令和3年3月31日 小規模型 土木系工事一般 72

02財契第A185号 02建設第116号 市道千島花里線歩行空間整備工事 高山市千島町地内 飛高建設㈱ 21,118,900 令和2年10月20日 令和3年3月19日 令和3年3月31日 簡便型 土木系工事一般 79

02財契第A183号 02建維第115号 市道朝日町2号線他歩行空間整備工事 高山市朝日町地内他 飛高建設㈱ 49,966,400 令和2年10月20日 令和3年3月19日 令和3年3月31日 簡便型 土木系工事一般 81

2財契第A 114号 2建設第 22号 市道上切中切2号（第2工区）道路改良工事 高山市上切町地内 ㈱垣越組 66,177,100 令和2年9月15日 令和3年3月26日 令和3年3月31日 標準型 土木系工事一般 78

2財契第A 290号 2上支第 121号 普通河川不動谷川災害復旧工事
高山市上宝町
長倉地内

森本建設㈱ 3,795,000 令和3年1月8日 令和3年3月26日 令和3年3月31日 小規模型 土木系工事一般 77

2財契第A 38号 2水上第 37号 基幹管路（市道冬頭本母線ほか）耐震化整備工事 高山市本母町ほか地内 ㈱岩佐鐵工所 155,237,500 令和2年7月21日 令和3年3月19日 令和3年3月31日 標準型 土木系工事一般 74


