
入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和 2年5月14日　　　　　　09:00

契建設 第 19 号

恵那市道路等緊急修繕（北部その1）

恵那市北部

市内の市道等、緊急的修繕箇所の施工（緊急土砂撤去等　一式、緊急舗装修繕
等　一式、その他緊急修繕　一式

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が9,862,600円以上（税込み）であること。③
過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、2,465,650円以上（税込み）の同種工事での実
績（公共工事の実績）があること。

予定価格:

入札書比較価格:

     4,931,300 円

     4,483,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥4,390,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札   ￥4,340,000

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和 2年5月22日
令和 2年5月22日
令和 2年10月30日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和 2年5月14日　　　　　　09:10

契建設 第 22 号

恵那市内カーブミラー修繕

恵那市

ミラー設置N=16ヶ所　支柱設置N=10本

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が500点以上であること。②平均工事高が10,667,800円以上（税込み）であること。
③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、2,666,950円以上（税込み）の同種工事での
実績（公共工事の実績）があること。

予定価格:

入札書比較価格:

     5,333,900 円

     4,849,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５    ￥4,670,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥4,760,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５ 落札   ￥4,600,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５    ￥4,760,000

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和 2年5月22日
令和 2年5月22日
令和 2年9月11日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和 2年5月14日　　　　　　09:20

契建設 第 30 号

正家竹折線舗装修繕工事

三郷町

表層工A=97m2　路盤工A=97m2　表層工(オーバーレイ)A=420m2 区画線工 実線L
=150m　破線L=37m　舗装破砕工A=97m2　交通誘導員6人

工事種別:

資格要件:

ほ装

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が5,680,400円以上（税込み）であること。③
過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、710,050円以上（税込み）の同種工事での実績
（公共工事の実績）があること。

予定価格:

入札書比較価格:

     2,840,200 円

     2,582,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥2,540,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥2,540,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札   ￥2,500,000

1651
（株）雅喜組

岐阜県恵那市大井町２６９５ー２３５    ￥2,535,000

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和 2年5月22日
令和 2年5月22日
令和 2年8月21日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和 2年5月14日　　　　　　09:30

契水工 第 2 号

長島町255号線（中央工区）水道支障移設工事

長島町

水道本管施行延長　L=461.5m　　　配水管（DC-GX φ100）L=194.2m、（DC-GX
φ150）L=267.3m　　　仮設管（SUS 50A,80A,100A）　L=532m

工事種別:

資格要件:

水道施設

①総合評定値が600点以上であること。②平均工事高が11,892,100円以上（税込み）であること。
③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、5,946,050円以上（税込み）の同種工事での
実績（官民を問わず）があること。

予定価格:

入札書比較価格:

    23,784,200 円

    21,622,000 円

25
（有）可知水道

岐阜県恵那市長島町中野３９６ 　　　辞退

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８   ￥19,500,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　辞退

2161
（有）加藤重機

岐阜県恵那市長島町中野１０５７ー２ 落札  ￥19,400,000

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和 2年5月22日
令和 2年5月22日
令和 3年1月29日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和 2年5月14日　　　　　　09:40

契公下 第 6 号

恵那北地区公共桝取出（その１）工事

恵那市北部

施工個所　公共桝取出　N＝7基

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が7,502,000円以上（税込み）であること。③
過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、1,875,500円以上（税込み）の同種工事での実
績（公共工事の実績）があること。

予定価格:

入札書比較価格:

     3,751,000 円

     3,410,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５    ￥3,405,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥3,403,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札   ￥3,400,000

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和 2年5月22日
令和 2年5月22日
令和 2年9月30日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和 2年5月14日　　　　　　09:50

契公下 第 7 号

恵那南地区公共桝取出（その１）工事

恵那市南部

施工個所　公共桝取出　N＝7箇所

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が7,502,000円以上（税込み）であること。③
過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、1,875,500円以上（税込み）の同種工事での実
績（公共工事の実績）があること。

予定価格:

入札書比較価格:

     3,751,000 円

     3,410,000 円

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１ 　　　辞退

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥3,300,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３    ￥3,400,000

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和 2年5月22日
令和 2年5月22日
令和 2年9月30日


