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02財契第A 379号 02高支第 90号 公共河災 普通河川小日和田川災害復旧工事
高山市高根町
小日和田地内

㈱小坂建設 7,165,400 令和3年3月2日 令和3年12月24日 令和4年1月6日 簡便型 土木系工事一般 73

03財契第A189号 03丹支第62号 市道町方中央線他舗装修繕工事
高山市丹生川町
町方地内

井戸工業㈱ 7,474,500 令和3年10月5日 令和3年12月24日 令和4年1月6日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A 51･52号 03農務第 13･14号 103-28　塚腰農地災害復旧工事 高山市漆垣内町地内 ㈲芦谷土建 4,002,900 令和3年10月11日 令和4年1月24日 令和4年1月7日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A 450号 02丹支第 195号 103-51 新張上野農地他災害復旧工事
高山市丹生川町
新張地内

㈲マウス技建 14,593,700 令和3年3月9日 令和4年3月18日 令和4年1月13日 簡便型 土木系工事一般 71

03財契第A43号 03丹支第22号 公共林災　林道小木曽谷線災害復旧工事
高山市丹生川町
北方地内

㈲月出組 4,840,000 令和3年8月24日 令和4年3月18日 令和4年1月17日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A 217号 03清支第 60号 市道大原7号線側溝修繕工事
高山市清見町
大原地内

㈲橋詰設備 3,256,000 令和3年10月4日 令和4年1月31日 令和4年1月20日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A 143号 03国支第 62号 特選館あじか屋根塗装修繕工事
高山市国府町
金桶地内

㈱大装　高山支店 5,236,000 令和3年9月7日 令和4年1月14日 令和4年1月21日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 75

03財契第A 201号 03国支第 68号 特選館あじか便所改修工事
高山市国府町
金桶地内

㈲下形設備 2,475,000 令和3年9月30日 令和4年1月14日 令和4年1月21日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 76

03財契第A53･54号 03農務第15･16号 103-29　小金農地他災害復旧工事 高山市塩屋町地内 ㈲広田土木 2,640,000 令和3年10月15日 令和4年1月14日 令和4年1月24日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A 213号 03水上第 95号 基幹管路（市道丹生川上宝線）耐震化整備工事
高山市丹生川町
北方地内

㈲こがいと設備 8,833,000 令和3年10月19日 令和4年3月18日 令和4年1月26日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A240号 03市建第3号 高山火葬場1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㈱ 5,060,000 令和3年11月16日 令和4年1月17日 令和4年1月27日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 72

03財契第A35号 03農務第8号 中切揚水機場ポンプ(A)(B)整備補修工事 高山市中切町地内 ㈱岩佐鐵工所 7,004,800 令和3年6月22日 令和4年1月28日 令和4年1月28日 簡便型 機械設備工事 76
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02財契第A406号 02丹支第176号 公共林災　林道岩井谷（丹生川）線災害復旧工事
高山市丹生川町
岩井谷地内

㈱ワタセ 32,654,600 令和3年3月2日 令和4年1月21日 令和4年2月2日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A400号 02久支第127号 3-53　口有道団地農道災害復旧工事
高山市久々野町
有道地内

㈲田中建設 6,380,000 令和3年3月2日 令和4年3月18日 令和4年2月3日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A98・99号 03丹支第45・46号 3-21 大日影農道災害復旧工事
高山市丹生川町
久手地内

㈲西分土建 8,800,000 令和3年9月1日 令和4年1月28日 令和4年2月3日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A 31号 03水上第 34号 国道41号冬頭町電線共同溝工事に伴う配水管布設替工事 高山市冬頭町地内 高橋建設㈱ 3,938,000 令和3年6月9日 令和4年1月25日 令和4年2月4日 小規模型 土木系工事一般 77

02財契第A480号 02農務第94号 ３－３６　江名子７５号線災害復旧工事 高山市江名子町地内 ㈲丸勇建設 38,879,500 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和4年2月7日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A146号 03建維第72号 橋梁修繕（布引橋）工事
高山市
下二之町地内他

高成建設㈱ 9,460,000 令和3年9月14日 令和4年1月28日 令和4年2月10日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A 218号 03清支第 61号 市道牧ケ洞25号線側溝修繕工事
高山市清見町
牧ケ洞地内

㈲梅地土建 3,190,000 令和3年10月4日 令和4年1月31日 令和4年2月10日 小規模型 土木系工事一般 70

03財契第A180号 03都建第18号 市営赤保木団地外壁改修工事 高山市赤保木町地内
金子工業㈱
高山支店

10,505,000 令和3年9月28日 令和4年2月15日 令和4年2月10日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 77

03財契第A 279号 03建維第 148号 市道八軒町花里線側溝修繕工事
高山市
天満町４丁目地内他

㈱日枝建設 4,737,700 令和3年12月14日 令和4年3月25日 令和4年2月15日 小規模型 土木系工事一般 71

03財契第A59・60号 03農務第19・20号 3-15　滝町21号線災害復旧工事 高山市滝町地内 高村建設㈱ 23,581,800 令和3年7月19日 令和4年2月3日 令和4年2月16日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A503号 02建維第268号 公共道災　市道平湯5号線災害復旧工事
高山市奥飛騨温泉郷
平湯地内

㈲下仲組 115,288,800 令和3年3月23日 令和4年3月18日 令和4年2月17日 標準型 土木系工事一般 76

03財契第A262号 03上支第83号 河川整備（洞谷川）工事
高山市上宝町見座地
内

和仁建設㈱ 2,838,000 令和3年11月12日 令和4年3月18日 令和4年2月17日 小規模型 土木系工事一般 75

02財契第A527号 02久支第136号 3-49　上組頭首工災害復旧工事
高山市久々野町
無数河地内

㈱青木組 6,933,300 令和3年3月23日 令和4年3月18日 令和4年2月18日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A 449号 02農務第 92号 3-37　農道漆垣内56号線災害復旧工事 高山市漆垣内町地内 坂本設備工業㈱ 3,014,000 令和3年2月24日 令和4年3月18日 令和4年2月24日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A 264号 03清支第 70号 市道夏厩12号道路修繕工事
高山市清見町
夏厩地内

㈲清高建設 2,255,000 令和3年11月17日 令和4年2月28日 令和4年2月24日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A 319号 03清支第 77号 河川整備（岩野川）工事
高山市清見町
牧ケ洞地内

㈲橋詰設備 4,840,000 令和3年12月17日 令和4年3月29日 令和4年2月24日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A378号 02久支第125号 3-50　桐山頭首工災害復旧工事
高山市久々野町
無数河地内

㈲稲子土建 11,750,200 令和3年2月24日 令和4年3月18日 令和4年2月25日 簡便型 土木系工事一般 72

02財契第A500号 02朝支第74号 3-58　日面用水②災害復旧工事 高山市朝日町立岩地内 ㈱アクト 10,560,000 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和4年2月25日 簡便型 土木系工事一般 73
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03財契第A55号 03林務第19号 公共林災　林道下り谷線災害復旧工事 高山市大島町地内 沢田建設工業㈱ 7,150,000 令和3年8月18日 令和4年3月18日 令和4年3月3日 簡便型 土木系工事一般 70

02財契第A432号 02朝支第71号 公共河災　普通河川小末谷川災害復旧工事
高山市朝日町
西洞地内

㈱サクラ建設 21,708,500 令和3年3月9日 令和4年3月18日 令和4年3月4日 簡便型 土木系工事一般 76

03財契第A 331号 03建維第 190号 市道赤保木見量線側溝修繕工事 高山市赤保木町地内 ㈲セフテム 3,382,500 令和4年1月19日 令和4年3月28日 令和4年3月4日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A268号 03朝支第31号 市道西洞線舗装修繕工事
高山市朝日町
西洞地内

㈱水口土建 4,049,100 令和3年11月25日 令和4年3月25日 令和4年3月4日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A278号 03朝支第33号 市道西洞線側溝修繕工事
高山市朝日町
西洞地内

㈱水口土建 1,568,600 令和3年11月25日 令和4年3月18日 令和4年3月4日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A318号 02久支第112号 公共道災　市道大西８号線災害復旧工事
高山市久々野町
大西地内

㈲野口土建 17,118,200 令和3年2月9日 令和4年3月18日 令和4年3月8日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A485号 02久支第132号 3-47　久々野頭首工災害復旧工事
高山市久々野町
柳島地内

ナガイ㈱ 29,220,400 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和4年3月8日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A528号 02丹支第209号 3-18 檜ヶ下水路災害復旧工事
高山市丹生川町
町方地内

㈲月出組 2,514,600 令和3年3月12日 令和4年3月18日 令和4年3月8日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A62･63号 03久支第22・23号 3-46　柳島頭首工災害復旧工事
高山市久々野町
小屋名地内

ナガイ㈱ 13,475,000 令和3年10月1日 令和4年3月18日 令和4年3月8日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第H2号 03水下第161号 高山市環境センター、久々野衛生センター高圧受電設備修繕 高山市冬頭町地内他 ㈱蜘手電気 17,105,000 令和3年8月3日 令和4年2月28日 令和4年3月8日 簡便型 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事 73

02財契第A 538号 02水上第 154号 中洞配水区　導水管災害復旧工事（本復旧）
高山市高根町
中洞地内

㈱岩佐鐵工所 12,912,900 令和3年3月23日 令和4年3月18日 令和4年3月8日 簡便型 土木系工事一般 72

02財契第A523号 02農務第98号 103-19　島田農地災害復旧工事 高山市漆垣内町地内 ㈱田川組 4,231,700 令和3年3月23日 令和4年3月18日 令和4年3月9日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A 305号 03建設第 53号 市道三福寺２２号線（北山橋）橋りょう長寿命化改良工事 高山市三福寺町地内 ㈱田川組 2,901,800 令和3年12月15日 令和4年3月25日 令和4年3月9日 小規模型 土木系工事一般 76

03財契第A 326号 03建維第 181号 市道上川原名田線側溝修繕工事
高山市
名田町２丁目地内

㈱日枝建設 2,541,000 令和3年12月22日 令和4年3月28日 令和4年3月10日 小規模型 土木系工事一般 72

03財契第A142号 03水下第186号 特環　久々野浄化センター汚泥ポンプ更新工事
高山市久々野町
久々野地内

㈲横田電機 1,815,000 令和3年8月25日 令和4年2月28日 令和4年3月10日 小規模型 機械設備工事 74

03財契第A192号 03水下第204号 特環　荘川浄化センター脱水設備更新工事
高山市荘川町
牛丸地内

㈱メカトロニクス
高山支店

2,134,000 令和4年9月22日 令和4年3月25日 令和4年3月10日 小規模型 機械設備工事 75

02財契第A383号 02建維第236号 公共河災　普通河川久手川災害復旧工事（その３）
高山市丹生川町
旗鉾地内

㈱嶋田建設 50,378,900 令和3年2月24日 令和4年2月28日 令和4年3月11日 標準型 土木系工事一般 74

03財契第A257号 03建維第135号 市道七日町1号線側溝修繕工事
高山市
七日町1丁目地内

高成建設㈱ 2,748,900 令和3年11月17日 令和4年3月25日 令和4年3月11日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A280号 03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 9,901,100 令和3年12月14日 令和4年3月28日 令和4年3月11日 簡便型 土木系工事一般 79

03財契第A 249号 03荘支第 53号 河川整備（古川谷）工事
高山市荘川町
黒谷地内

橋本建設㈱ 4,965,400 令和3年11月12日 令和4年3月18日 令和4年3月11日 小規模型 土木系工事一般 76

02財契第A384号 02建維第237号 公共橋災　市道赤桶2号線（赤桶橋）災害復旧工事
高山市奥飛騨温泉郷
赤桶地内

蒲田建設㈱ 35,611,400 令和3年2月24日 令和4年3月22日 令和4年3月14日 簡便型 土木系工事一般 76

03財契第A 290号 03水上第 116号 市道上一之町花里線（片原地区）配水管布設替工事 高山市片原町他地内 ㈲村崎設備 4,441,800 令和3年12月8日 令和4年3月25日 令和4年3月15日 小規模型 土木系工事一般 72

2財契第A557号 02丹支第230号 公共林災　林道横尾線災害復旧工事
高山市丹生川町
折敷地地内

野口建設㈱ 3,025,000 令和3年3月12日 令和4年3月18日 令和4年3月16日 小規模型 土木系工事一般 66

02財契第A542号 02林務第74号 公共林災　林道二之瀬（Ⅱ）線災害復旧工事 高山市石浦町地内 東成土木㈱ 27,139,200 令和3年3月23日 令和4年3月18日 令和4年3月17日 簡便型 土木系工事一般 78

02財契第A563号 02建維第287号 公共河災　普通河川越後谷川他災害復旧工事 高山市越後町地内 ㈱川上土建 11,210,100 令和3年3月30日 令和4年3月18日 令和4年3月17日 簡便型 土木系工事一般 78

03財契第A18号 03教文第25号 臥竜のサクラ樹勢回復処置工事 高山市一之宮町地内 ㈱門造園土木 2,200,000 令和3年5月19日 令和4年3月11日 令和4年3月17日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A261号 03上支第82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㈱ 4,730,000 令和3年11月12日 令和4年3月18日 令和4年3月17日 小規模型 土木系工事一般 76

03財契第A325号 03建維第179号 市道宗猷寺堀端線側溝修繕工事 高山市堀端町地内 高成建設㈱ 2,841,300 令和3年12月22日 令和4年3月28日 令和4年3月17日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A66号 03水下第141号 下水道センター汚泥移送設備改修工事 高山市冬頭町地内
三機環境サービス㈱
名古屋営業所

39,380,000 令和3年6月29日 令和4年3月10日 令和4年3月17日 簡便型 機械設備工事 74

03財契第H13号 03水下第239号 下水道センター潤滑剤注入装置修繕 高山市冬頭町地内
三機環境サービス㈱
名古屋営業所

1,980,000 令和4年1月19日 令和4年3月25日 令和4年3月17日 小規模型 機械設備工事 72
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02財契第A499号 02朝支第75号 3-59　日面用水③災害復旧工事
高山市朝日町
小瀬地内

㈱アクト 15,290,000 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和4年3月18日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A544号 02朝支第83号 103-44　奥原農地他災害復旧工事
高山市朝日町
西洞地内

㈱水口土建 4,510,000 令和3年3月18日 令和4年3月18日 令和4年3月18日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A429号 02林務第64号 公共林災　林道山口（高山）線災害復旧工事 高山市山口町地内 ㈱垣越組 60,727,700 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和4年3月22日 標準型 土木系工事一般 74

02財契第A561号 02朝支第86号 公共林災　林道駄吉線災害復旧工事（８号箇所）
高山市朝日町
青屋地内

㈱アクト 15,869,700 令和3年3月30日 令和4年3月18日 令和4年3月22日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A315号 03朝支第36号 朝日屋内運動場（こだま館）改修工事
高山市朝日町
万石地内

㈲フル永建設 4,048,000 令和3年12月16日 令和4年3月18日 令和4年3月22日 小規模型 土木系工事一般 72

02財契第A 479号 02農務第 93号 3-12　若宮頭首工災害復旧工事 高山市石浦町地内 ㈱金城技建 26,137,100 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和4年3月22日 簡便型 土木系工事一般 74

31財契第A58号 31水下第161号 宮川終末処理場沈砂池設備長寿命化工事(電気) 高山市冬頭町地内 ㈱日立製作所中部支社 78,415,700 令和1年9月27日 令和4年3月18日 令和4年3月22日 標準型 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事 82

31財契第A59号 31水下第160号 宮川終末処理場沈砂池設備長寿命化工事(機械) 高山市冬頭町地内 住友重機械エンバイロメント㈱
中部支社

359,775,900 令和1年9月27日 令和4年3月18日 令和4年3月22日 標準型 機械設備工事 82

02財契第A 477号 2建維第 258号 公共道災　市道西洞線災害復旧工事（その２）
高山市朝日町
西洞地内

山下技装㈱ 39,728,700 令和3年3月9日 令和4年3月18日 令和4年3月23日 簡便型 土木系工事一般 71

02財契第A451号 02丹支第194号 103-53　藤原農地他災害復旧工事
高山市丹生川町
大萱地内

㈱ワタセ 4,526,500 令和3年2月26日 令和4年3月18日 令和4年3月23日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A461号 02丹支第197号 103-54　向田農地災害復旧工事
高山市丹生川町
大萱地内

㈲西分土建 3,410,000 令和3年2月26日 令和4年3月18日 令和4年3月23日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A482号 02丹支第185号 ３－３９ 和田野農道 災害復旧工事
高山市丹生川町
日面地内

ヒダ道路㈱ 9,651,400 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和4年3月23日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A502号 02朝支第72号 3-56　朝日第一用水災害復旧工事
高山市朝日町
黒川地内

㈱南組 21,545,700 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和4年3月23日 簡便型 土木系工事一般 76

03財契第A 166号 03飛観第 41号 飛騨民俗村便所等建物解体工事
高山市
上岡本町１丁目地内

㈲高原建機 5,830,000 令和3年9月21日 令和4年3月25日 令和4年3月23日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 77

03財契第A258号 03上支第79号 市道山王線側溝修繕工事
高山市上宝町
在家地内

宝興建設㈱ 4,510,000 令和3年11月12日 令和4年3月18日 令和4年3月23日 小規模型 土木系工事一般 76

03財契第A259号 03上支第80号 市道反中線舗装修繕工事
高山市上宝町
蔵柱地内

和仁建設㈱ 3,446,300 令和3年11月12日 令和4年3月18日 令和4年3月23日 小規模型 土木系工事一般 76

03財契第A267号 03朝支第29号 市道塩屋見座線舗装修繕工事
高山市朝日町
見座地内

㈱水口土建 6,806,800 令和3年12月7日 令和4年3月25日 令和4年3月23日 簡便型 土木系工事一般 76

03財契第A56・57号 03農務第17・18号 3-5　乾畑用水頭首工・千原用水路災害復旧工事 高山市滝町地内 ㈲中家組 10,672,200 令和3年10月5日 令和4年3月18日 令和4年3月23日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A504号 02建維第267号 公共道災　市道池之俣線災害復旧工事
高山市丹生川町
池之俣地内

㈱洞口工務店 42,029,900 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和4年3月24日 簡便型 土木系工事一般 71

02財契第A507号 02建維第274号 公共道災　市道神坂小糸線災害復旧工事
高山市奥飛騨温泉郷
神坂地内

美笠建設㈱ 50,053,300 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和4年3月24日 標準型 土木系工事一般 79

02財契第A575号 02教総第315号 江名子小学校プール改修工事 高山市江名子町地内 ㈱二反田工務店 76,450,000 令和4年5月25日 令和4年3月22日 令和4年3月24日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 78

03財契第A214号 03水下第211号 特環　宇津江浄化センター流入ポンプ更新工事
高山市国府町
宇津江地内

㈱メカトロニクス
高山支店

2,959,000 令和3年10月6日 令和4年3月18日 令和4年3月24日 小規模型 機械設備工事 74

03財契第H6号 03水下第205号 特環朝日浄化センター汚泥脱水機修繕
高山市朝日町
小谷地内

㈱水機テクノス
名古屋支店

7,150,000 令和3年9月28日 令和4年3月18日 令和4年3月24日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A 370号 02建維第 232号 公共河災　普通河川根方谷川災害復旧工事 高山市滝町地内 ㈲マウス技建 9,082,700 令和3年2月24日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A463号 02丹支第206号 公共林災　林道大谷（丹生川）線災害復旧工事
高山市丹生川町
大谷地内

㈱洞口工務店 36,395,700 令和3年3月9日 令和4年3月30日 令和4年3月25日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A511号 02丹支第211号 3-24　駄吉用水路（水管橋）災害復旧工事
高山市丹生川町
駄吉地内

㈱タナカ技建 12,870,000 令和3年3月23日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 簡便型 土木系工事一般 70

02財契第A524号 02農務第99号 103-23　砂田・大宮農地他災害復旧工事 高山市岩井町地内 ㈲岩滝建設 5,887,200 令和3年3月23日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A100・101号 03丹支第47・48号 3-26　細越水路災害復旧工事
高山市丹生川町
北方地内

野口建設㈱ 22,110,000 令和3年8月31日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 簡便型 土木系工事一般 67

03財契第A184号 03国支第65号 市道村山中央線側溝修繕工事
高山市国府町
村山地内

㈱塩屋建設工業 4,147,000 令和3年12月9日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 小規模型 土木系工事一般 72

03財契第A207号 03教総第133号 丹生川小・旧丹生川東小学校　高圧受変電設備改修工事
高山市丹生川町
町方・白井地内

池田電工 2,016,300 令和3年12月17日 令和4年3月17日 令和4年3月25日 小規模型 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事 72
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03財契第A246号 03宮支第53号 市道 砂畑３２号線舗装修繕工事
高山市一之宮町
山下中地内

㈲稲子土建 3,190,000 令和3年11月11日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 簡便型 土木系工事一般 71

02財契第A 472号 02高支第 94号 公共林災　林道中洞線災害復旧工事
高山市高根町
中洞地内

㈲中田土建 16,053,400 令和3年3月9日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A 473号 02久支第 131号 3-65　下の谷東用水頭首工災害復旧工事
高山市久々野町
大西地内

ナガイ㈱ 2,145,000 令和3年2月24日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A 474号 02高支第 93号 公共林災 林道南中ノ谷線災害復旧工事
高山市高根町
中洞地内

㈲中田土建 20,304,900 令和3年3月9日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A 496号 02朝支第 79号 3-66　万石揚水機場災害復旧工事
高山市朝日町
万石地内

㈱岩佐鐵工所 6,380,000 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 簡便型 土木系工事一般 77

02財契第A 537号 02朝支第 82号 3-70中崎用水災害復旧工事
高山市朝日町
青屋地内

㈱南組 6,160,000 令和3年3月23日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A 543号 02朝支第 80号 3-68　小谷用水②災害復旧工事
高山市朝日町
甲地内

㈱アクト 1,980,000 令和3年3月18日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A 244号 03宮支第 51号 市道 砂畑１３号線 道路修繕工事
高山市一之宮町
山下中地内

㈲山下土建 3,580,500 令和3年11月11日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 小規模型 土木系工事一般 71

03財契第A 245号 03宮支第 52号 市道 水無６号線 側溝修繕工事
高山市一之宮町
山下上地内

㈲野口土建 3,795,000 令和3年11月11日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 小規模型 土木系工事一般 71

03財契第A 263号 03宮支第 54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 5,632,000 令和3年11月30日 令和4年3月18日 令和4年3月25日 簡便型 土木系工事一般 70

03財契第A 304号 03宮支第 55号 市道 橋詰・砂畑線 道路修繕工事
高山市一之宮町
一之宮下地内

㈲野口土建 8,448,000 令和3年12月28日 令和4年3月25日 令和4年3月25日 簡便型 土木系工事一般 70

03財契第A 109号 03水下第 168号 公共　県道改良に伴う下水道管移設工事
高山市
花里町6丁目地内

桜木建設㈱ 9,388,500 令和3年7月27日 令和4年3月25日 令和4年3月28日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A 139号 03水上第 81号 市道昭和山田線他配水管布設替工事
高山市
上岡本町7・8丁目地内

㈲桜本配管工事店 48,371,400 令和3年9月7日 令和4年3月25日 令和4年3月28日 簡便型 土木系工事一般 76

03財契第A 272号 03建維第 144号 市道松之木５４号線舗装修繕工事 高山市松之木町地内 ㈱シモダ道路 2,841,300 令和3年11月24日 令和4年3月28日 令和4年3月28日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A 30号 03水上第 33号 下水関連（西門前地区）配水管布設替工事
高山市国府町
西門前地内

㈲八賀設備 3,914,900 令和3年11月24日 令和4年3月25日 令和4年3月28日 小規模型 土木系工事一般 68

03財契第A266号 03水上第69号 基幹管路(市道冨士線ほか)耐震化整備工事
高山市
初田町3丁目地内他

㈱岩佐鐵工所 73,462,400 令和3年8月31日 令和4年3月25日 令和4年3月28日 標準型 土木系工事一般 78

03財契第A270号 03荘支第59号 荘川支団旧新渕団車庫解体工事
高山市荘川町
新渕地内

㈲高原建機 1,848,000 令和3年11月30日 令和3年3月18日 令和4年3月28日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 75

03財契第A328号 03建維第184号 市道石浦千島3号線側溝修繕工事 高山市千島町地内 東成土木㈱ 4,747,600 令和3年12月22日 令和4年3月28日 令和4年3月28日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A400号 03飛観第68号 飛騨民俗村案内看板設置工事
高山市
上岡本町１丁目地内

㈲サンバリー 3,465,000 令和4年2月16日 令和4年3月25日 令和4年3月28日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 74

03財契第A69号 03教文第43号 高山祭屋台保存修理工事（宝珠台瓔珞修理ほか）
高山市
下三之町地内外

高山・祭屋台保存技術
協同組合

31,460,000 令和3年6月22日 令和4年3月18日 令和4年3月28日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 73

03財契第A77号 03水上第42号 基幹管路(市道天満桐生線ほか)耐震化整備工事
高山市
桐生町2丁目地内他

㈱アクアテック 122,508,100 令和3年7月20日 令和4年3月25日 令和4年3月28日 標準型 土木系工事一般 78

02財契第A393号 02農務第70号 3-31　松本団地農道災害復旧工事 高山市松本町地内 高村建設㈱ 2,904,000 令和3年2月17日 令和4年3月18日 令和4年3月29日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A495号 02朝支第78号 3-63　黒川用水災害復旧工事
高山市朝日町
黒川地内

㈱南組 10,542,400 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和4年3月29日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A516号 02丹支第216号 103-6　松岡農地他災害復旧工事
高山市丹生川町
瓜田地内

ヒダ道路㈱ 5,459,300 令和3年3月23日 令和4年3月18日 令和4年3月29日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A 302号 03建維第 163号 市道八幡北山線側溝修繕工事 高山市桜町地内 ヒダ道路㈱ 2,755,500 令和3年12月15日 令和4年3月28日 令和4年3月29日 小規模型 土木系工事一般 70

03財契第A10号 03教総第24号 清見中学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築）
高山市清見町
三日町地内

奥原建設㈱ 209,484,000 令和4年6月22日 令和4年3月30日 令和4年3月29日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 79

03財契第A11号 03教総第25号 清見中学校屋内運動場長寿命化改修工事（電気）
高山市清見町
三日町地内

㈱柳瀬電気 26,419,800 令和4年6月22日 令和4年3月30日 令和4年3月29日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 77

03財契第A124号 03建設第36号 市道三福寺大新町線（三福橋）橋りょう長寿命化改良工事 高山市三福寺町地内 高村建設㈱ 34,486,100 令和3年10月8日 令和4年3月25日 令和4年3月29日 簡便型 土木系工事一般 73

03財契第A243号 03国支第86号 市道金桶川手線側溝修繕工事
高山市国府町
金桶地内

㈱丸技巧 3,608,000 令和3年11月11日 令和4年3月25日 令和4年3月29日 小規模型 土木系工事一般 77

03財契第A251号 03荘支第55号 市道牛丸日照線道路修繕工事
高山市荘川町
牛丸地内

森建設㈱ 3,040,400 令和3年11月12日 令和4年3月18日 令和4年3月29日 小規模型 土木系工事一般 75
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03財契第A277号 03朝支第32号 市道宮之前猪之鼻線側溝修繕工事
高山市朝日町
宮之前地内

㈱水口土建 2,182,400 令和3年11月25日 令和4年3月18日 令和4年3月29日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A294号 03都市第50号 市道上一之町花里線外灯工事（1工区）
高山市
花里町6丁目地内他

高山電気工事㈱ 17,932,200 令和3年12月28日 令和4年3月28日 令和4年3月29日 簡便型 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事 76

03財契第A324号 03都市第52号 スポット整備工事
高山市
花里町6丁目地内

㈱三久 2,035,000 令和3年12月22日 令和4年3月28日 令和4年3月29日 小規模型 土木系工事一般 72

03財契第A329号 03水下第232号 公共　マンホール蓋替工事　（２工区）
高山市
片野町3丁目他地内

㈲芦谷土建 18,364,500 令和4年2月1日 令和4年3月25日 令和4年3月29日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A333号 03水下第235号 公共　マンホール蓋替工事（１工区）
高山市
上岡本町４丁目地内

㈱シモダ道路 23,850,200 令和4年2月1日 令和4年3月25日 令和4年3月29日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A6号 03教文第16号 高山市政記念館耐震補強工事（電気） 高山市神明町地内 川﨑電気工事㈱ 10,906,500 令和3年5月25日 令和4年3月28日 令和4年3月29日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 75

03財契第A 311号 03水上第 121号 市道下林２２号線配水管布設工事 高山市下林町地内 ㈱大洞水道 2,464,000 令和3年12月15日 令和4年3月25日 令和4年3月29日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A454号 02上支第203号 3-83　駄吉上頭首工災害復旧工事
高山市丹生川町
駄吉地内

㈱タナカ技建 4,336,200 令和3年2月26日 令和4年3月18日 令和4年3月30日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A455号 02丹支第202号 3-82　谷口頭首工災害復旧工事
高山市丹生川町
駄吉地内

㈲月出組 2,585,000 令和3年2月26日 令和4年3月18日 令和4年3月30日 小規模型 土木系工事一般 75

02財契第A515号 02丹支第215号 3-71　下島水路他災害復旧工事
高山市丹生川町
岩井谷他地内

桜木建設㈱ 40,307,300 令和3年3月23日 令和4年3月18日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 78

02財契第A529号 02建維第279号 公共道災　市道西洞線他災害復旧工事
高山市朝日町
西洞地内

山下技装㈱ 29,078,500 令和3年3月23日 令和4年3月18日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 67

03財契第A 235号 03建設第 46号 市道千島線道路改良工事 高山市千島町地内 ㈲芦谷土建 9,350,000 令和3年11月11日 令和4年3月25日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 76

03財契第A 271号 03建維第 143号 市道天満八軒町線消融雪側溝整備工事
高山市
本町１丁目地内

㈲光永 18,703,300 令和3年12月14日 令和4年3月28日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 77

03財契第A 273号 03建維第 145号 市道漆垣内１４号線舗装修繕工事 高山市漆垣内地内 井戸工業㈱ 2,696,100 令和3年11月24日 令和4年3月28日 令和4年3月30日 小規模型 土木系工事一般 76

03財契第A 276号 03水下第 223号 特環　新平湯処理区管渠布設工事
高山市奥飛騨温泉郷
福地他地内

㈱金岡建設 26,766,300 令和3年12月14日 令和4年3月25日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 77

03財契第A 291号 03水上第 117号 市道上一之町花里線（花里地区）配水管布設替工事 高山市花里町他地内 ㈲松野水道工事店 12,408,000 令和3年12月28日 令和4年3月25日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A 321号 03建維第 175号 市道八幡北山線側溝修繕工事 高山市八幡町地内 ヒダ道路㈱ 4,010,600 令和3年12月22日 令和4年3月28日 令和4年3月30日 小規模型 土木系工事一般 71

03財契第A 346号 03水下第 245号 特環　新平湯処理区舗装復旧工事
高山市奥飛騨温泉郷
福地他地内

㈱金岡建設 17,085,200 令和4年2月15日 令和4年3月28日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 73

03財契第A130・131号 03朝支第19・20号 3-57　日面用水①災害復旧工事
高山市朝日町
青屋地内

㈱アクト 11,676,500 令和3年11月1日 令和4年3月18日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 72

03財契第A241号 03建維第130号 市道松之木上野線側溝修繕工事 高山市三福寺町地内 ㈲マウス技建 3,588,200 令和3年11月10日 令和4年3月29日 令和4年3月30日 小規模型 土木系工事一般 72

03財契第A265号 03建維第138号 市道八軒町有楽線側溝修繕工事
高山市
名田町5丁目地内

東成土木㈱ 3,850,000 令和3年11月24日 令和4年3月25日 令和4年3月30日 小規模型 土木系工事一般 76

03財契第A275号 03建維第147号 市道苔川6号線舗装修繕工事
高山市
岡本町3丁目地内

大昌建設㈱ 2,645,500 令和3年11月24日 令和4年3月28日 令和4年3月30日 小規模型 土木系工事一般 76

03財契第A281号 03建維第149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

大昌建設㈱ 9,269,700 令和3年12月14日 令和4年3月28日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A286号 03建維第151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 6,296,400 令和3年12月14日 令和4年3月28日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 73

03財契第A2号 03商雇第1号 賑わい創出空間整備工事（建築） 高山市本町4丁目地内 ㈱古橋組 74,813,200 令和3年5月25日 令和4年3月25日 令和4年3月30日 標準型 営繕（建築及び設備）工事 78

03財契第A308号 03建維第169号 河川整備（神沼谷川）工事 高山市山田町地内 ㈲芦谷土建 3,058,000 令和3年12月15日 令和4年3月28日 令和4年3月30日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A322号 03建維第176号 市道花里千島線側溝修繕工事
高山市
花里町1丁目地内他

㈱日枝建設 4,026,000 令和3年12月22日 令和4年3月28日 令和4年3月30日 小規模型 土木系工事一般 71

03財契第A327号 03建維第182号 市道三福寺有斐ヶ丘3号線側溝修繕工事 高山市三福寺町地内 ㈱技翔 4,175,600 令和3年12月22日 令和4年3月28日 令和4年3月30日 小規模型 土木系工事一般 76

03財契第A330号 03建維第189号 主要地方道高山停車場線他歩行者移動支援施設設置工事
高山市
花里町5丁目地内

㈱アート造園 8,902,300 令和4年1月25日 令和4年3月25日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A332号 03久支第111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 8,690,000 令和4年1月25日 令和4年3月25日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 73
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03財契第A3号 03商雇第2号 賑わい創出空間整備工事（電気） 高山市本町4丁目地内 ㈱柳瀬電気 16,285,500 令和3年5月25日 令和4年3月25日 令和4年3月30日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 76

03財契第A4号 03商雇第3号 賑わい創出空間整備工事（機械） 高山市本町4丁目地内 松井水道㈲ 14,168,000 令和4年5月25日 令和4年3月25日 令和4年3月30日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 71

03財契第A64・65号 03久支第26・27号 3-55　日の出頭首工災害復旧工事
高山市朝日町
小谷地内

㈲島田組 14,740,000 令和3年9月20日 令和4年3月18日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 72

03財契第A84・85号 03丹支第30・31号 ３－４２ 天空農道他　災害復旧工事
高山市丹生川町
板殿地内

道下建設㈱ 8,671,300 令和3年9月1日 令和4年3月25日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A 493号 02建維第 264号 公共道災　市道宮之前猪之鼻線災害復旧工事
高山市朝日町
宮之前地内

㈱水口土建 77,949,300 令和3年3月23日 令和4年3月18日 令和4年3月30日 標準型 土木系工事一般 74

02財契第A453号 02丹支第183号 3-77　沖田排水路災害復旧工事
高山市丹生川町
大萱地内

野口建設㈱ 4,785,000 令和3年2月26日 令和4年3月18日 令和4年3月30日 小規模型 土木系工事一般 70

03財契第A 208号 03水上第 91号 市道三福寺大新町線（三福橋）配水管布設替工事 高山市三福寺町地内 松井水道㈲ 16,969,700 令和3年10月26日 令和4年3月25日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A 225号 03高支第 46号 河川整備（池ノ原川）工事
高山市高根町
留之原地内

㈱小坂建設 2,222,000 令和3年10月15日 令和4年3月22日 令和4年3月30日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A 255号 03建維第 136号 県単急傾斜地（下ミセノ）崩壊対策工事 高山市松之木町地内 山下技装㈱ 13,090,000 令和3年11月30日 令和4年3月25日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A 78号 03水上第 45号 街路花里本母線道路改良に伴う配水管布設替工事
高山市
花里町6丁目地内

㈱田原設備工業 9,802,100 令和3年7月6日 令和4年3月28日 令和4年3月30日 簡便型 土木系工事一般 76

03財契第A248号 03丹支第87号 市道町方上野線側溝修繕工事
高山市丹生川町
町方地内

㈲西分土建 2,915,000 令和3年11月12日 令和4年3月25日 令和4年3月30日 小規模型 土木系工事一般 72

03財契第A256号 03丹支第90号 市道新張南線側溝修繕工事
高山市丹生川町
新張地内

㈲月出組 3,223,000 令和3年11月12日 令和4年3月25日 令和4年3月30日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A 353号 02建維第 220号 公共道災　市道上西小瀬谷線災害復旧工事
高山市朝日町
西洞地内

ヒダ道路㈱ 15,516,600 令和3年2月16日 令和4年3月30日 令和4年3月31日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A497号 02朝支第76号 3-60　小谷用水①災害復旧工事
高山市朝日町
万石地内

㈱アクト 6,805,700 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和4年3月31日 簡便型 土木系工事一般 71

03財契第A 352号 03建維第 210号 市道下切川端線側溝修繕工事 高山市下切町地内 ㈱門造園土木 2,684,000 令和4年2月2日 令和4年3月28日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A125号 03建維第61号 市道朝日町花岡線歩行空間整備工事
高山市
総和町1丁目地内他

㈱堀川組 41,379,800 令和3年9月7日 令和4年3月25日 令和4年3月31日 簡便型 土木系工事一般 77

03財契第A168号 03国支第63号 河川整備（カジガ洞）工事
高山市国府町
山本他地内

川端土建㈱ 3,396,800 令和3年12月9日 令和4年3月18日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 71

03財契第A205号 03建維第97号 市道上二之町大新町線舗装修繕工事 高山市上二之町地内 ㈱石原建材 8,616,300 令和3年12月1日 令和4年3月30日 令和4年3月31日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A221号 03消総第82号 荘川支団黒谷班団車庫増築工事
高山市荘川町
黒谷地内

㈱英建 6,564,800 令和4年10月26日 令和4年3月28日 令和4年3月31日 簡便型 営繕（建築及び設備）工事 70

03財契第A237号 03水下第214号 特環　国府処理区管渠布設工事
高山市国府町
西門前地内他

東成土木㈱ 21,626,000 令和3年11月16日 令和4年3月30日 令和4年3月31日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A247号 03水上第105号 国道４７１号他　配水管布設替工事
高山市奥飛騨温泉郷
一重ケ根地内

㈲大下設備工業 26,015,000 令和3年11月24日 令和4年3月25日 令和4年3月31日 簡便型 土木系工事一般 78

03財契第A274号 03建維第146号 市道片野６号線舗装修繕工事
高山市
片野町４丁目地内

㈱石原建材 2,460,700 令和3年11月24日 令和4年3月28日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A303号 03建維第164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㈱ 3,355,000 令和3年12月15日 令和4年3月25日 令和4年3月31日 小規模型 機械設備工事 73

03財契第A306号 03水下第226号 特環　久々野処理区管きょ布設工事
高山市久々野町
無数河地内

㈱WATANABE 9,640,400 令和3年12月28日 令和4年3月22日 令和4年3月31日 簡便型 土木系工事一般 76

03財契第A307号 03建維第168号 市道山田１２号線側溝修繕工事 高山市山田町地内 大和建設㈱ 3,300,000 令和3年12月15日 令和4年3月28日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A312号 03久支第104号 河川整備（中之巻谷川）工事
高山市久々野町
久須母地内

㈲新井建設 4,840,000 令和3年12月15日 令和4年3月25日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A316号 03朝支第37号 市道寺附線道路修繕工事
高山市朝日町
浅井地内

㈱アクト 4,675,000 令和3年12月16日 令和4年3月25日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A318号 03丹支第107号 市道丹生川上宝線落石防護柵設置工事
高山市丹生川町
大萱地内

㈱ワタセ 4,675,000 令和3年12月23日 令和4年3月29日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 75

03財契第A335号 03国支第107号 市道梅花線側溝修繕工事
高山市国府町
桐谷地内

川端土建㈱ 2,442,000 令和4年2月14日 令和4年3月25日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 71

03財契第A336号 03国支第108号 市道東門前線側溝修繕工事
高山市国府町
東門前地内

㈱丸技巧 4,015,000 令和4年1月30日 令和4年3月25日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 80
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03財契第A345号 03水下第244号 特環　国府処理区舗装復旧工事
高山市国府町
西門前地内他

ヒダ道路㈱ 13,769,800 令和4年2月15日 令和4年3月30日 令和4年3月31日 簡便型 土木系工事一般 72

03財契第A356号 03建維第217号 市道江名子114号線側溝修繕工事 高山市江名子町地内 ㈲中家組 2,366,100 令和4年2月2日 令和4年3月28日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 76

03財契第A361号 03建維第222号 市道下岡本35号線側溝修繕工事 高山市下岡本町地内 ㈲広田土木 3,124,000 令和4年2月2日 令和4年3月28日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A392号 03久支第123号 道の駅なぎさ空調設備更新工事
高山市久々野町
渚地内

㈱アクアテック 1,743,500 令和4年2月17日 令和4年3月25日 令和4年3月31日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 72

03財契第A423号 03上支第106号 市道双六日影線舗装修繕工事
高山市上宝町
双六地内

㈱金岡建設 1,903,000 令和4年2月22日 令和4年3月25日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 76

02財契第A 124号 02水上第 61号 基幹管路（宮送水管）耐震化整備工事
高山市
石浦町1丁目地内

ノバック・高橋
特定建設工事共同企業体

414,274,300 令和2年9月15日 令和4年3月29日 令和4年3月31日 標準型 土木系工事一般 85

02財契第A355号 02建維第222号 公共道災市道塩屋見座線災害復旧工事 高山市大島町地内 飛高建設㈱ 42,859,300 令和3年2月24日 令和4年3月25日 令和4年3月31日 簡便型 土木系工事一般 78

02財契第A522号 02建維第276号 公共道災市道滝日影平線災害復旧工事 高山市滝町地内 山下技装㈱ 69,405,600 令和3年3月30日 令和4年3月30日 令和4年3月31日 標準型 土木系工事一般 69

03財契第A 252号 03清支第 68号 市道江黒4号線道路修繕工事
高山市清見町
池本地内

㈲清高建設 3,696,000 令和3年11月8日 令和4年3月30日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A 292号 03清支第 78号 市道三日町16号線道路修繕工事
高山市清見町
三日町地内

㈱堀川組 1,820,500 令和3年12月10日 令和4年3月18日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 71

03財契第A 293号 03清支第 76号 河川整備（堂ヶ洞谷川）工事
高山市清見町
三日町地内

㈱堀川組 2,783,000 令和3年12月7日 令和4年3月18日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 70

03財契第A 367号 03水上第 137号 市道松之木46号線配水管布設工事 高山市松之木町地内 坂本設備工業㈱ 4,730,000 令和4年2月9日 令和4年3月25日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 76

03財契第A283号 03国支第95号 市道広瀬三日町線舗装修繕工事
高山市国府町
広瀬町地内

㈱グリーン 2,059,200 令和3年12月2日 令和4年3月29日 令和4年3月31日 小規模型 土木系工事一般 76


