
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6月11日　　　　　　09:00

契建設 第 17 号

恵那南地区通学路安全対策工事

恵那市南部

カラー舗装　L＝2140ｍ

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18,473,400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、4,618,350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:

     9,236,700 円

     8,397,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１ 落札   ￥8,000,000

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１    ￥8,210,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥8,320,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥8,250,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３    ￥8,380,000

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

令和 2年6月19日
令和 2年6月19日
令和 2年10月2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6月11日　　　　　　09:05

契建設 第 18 号

恵那北地区通学路安全対策（その1）工事

恵那市北部

カラー舗装　L=1780ｍ

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15,736,600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、3,934,150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:

     7,868,300 円

     7,153,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥7,100,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札   ￥7,000,000

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

令和 2年6月19日
令和 2年6月19日
令和 2年10月2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6月11日　　　　　　09:10

契建設 第 20 号

恵那北地区通学路安全対策（その2）工事

恵那市北部

カラー舗装　L=1910ｍ

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16,801,400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、4,200,350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:

     8,400,700 円

     7,637,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５ 落札   ￥7,250,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥7,500,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５    ￥7,490,000

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

令和 2年6月19日
令和 2年6月19日
令和 2年10月2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6月11日　　　　　　09:15

契建設 第 21 号

恵那北地区通学路安全対策（その3）工事

恵那市北部

カラー舗装　L=1105ｍ

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10,355,400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、2,588,850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:

     5,177,700 円

     4,707,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５    ￥4,500,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥4,620,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５ 落札   ￥4,470,000

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

令和 2年6月19日
令和 2年6月19日
令和 2年10月2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6月11日　　　　　　09:20

契建設 第 47 号

東野11号線他1路線舗装修繕

東野

施工延長　L=270m��オーバーレイ舗装　A=590㎡��打ち替え舗装　A=103㎡

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5,097,400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、637,175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:

     2,548,700 円

     2,317,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥2,280,000

1651
（株）雅喜組

岐阜県恵那市大井町２６９５ー２３５ 落札   ￥2,200,000

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

令和 2年6月19日
令和 2年6月19日
令和 2年9月16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6月11日　　　　　　09:25

契建設 第 49 号

道交　飯地中野方線1-1工区道路改良工事

中野方町

1-1工区No.24～No.34+36　L=206m　　L型擁壁工L=210ｍ　As舗装工A=670ｍ2　
防護柵GrL=211ｍ、1ｍ　区画線工L=410ｍ　取付道As舗装工A=490ｍ2

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が700点以上であること。②平均工事高が60,000,000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、27,875,650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:

    55,751,300 円

    50,683,000 円

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１ 落札  ￥48,200,000

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

令和 2年6月19日
令和 2年6月19日
令和 3年3月26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6月11日　　　　　　09:30

契建設 第 50 号

大井町127号線側溝改良工事

大井町

施行延長L=55.0m、側溝工250L=55.0m

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4,765,200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、1,191,300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:

     2,382,600 円

     2,166,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５    ￥2,100,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥2,050,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５    ￥2,130,000

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

令和 2年6月19日
令和 2年6月19日
令和 2年9月23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6月11日　　　　　　09:40

契水工 第 6 号

武並配水区（新田）配水管布設替工事

恵那市武並町新田

HPPEφ150L=848.3ｍ　消火栓N=3箇所��土工N=1式　舗装工N=1式　安全対策工N
=1式　給水管布設工N=1式

工事種別:

資格要件:

水道施設

①総合評定値が700点以上であること。②平均工事高が19,944,650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、9,972,325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:

    39,889,300 円

    36,263,000 円

17
（株）澤田管工

岐阜県恵那市長島町中野３５８ー６ 落札  ￥29,010,400

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 　　　欠席

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１ 　　　辞退

2161
（有）加藤重機

岐阜県恵那市長島町中野１０５７ー２ 　　　辞退

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

令和 2年6月19日
令和 2年6月19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6月11日　　　　　　09:45

契医社 第 19 号

串原福祉センターシーケンサー更新工事

恵那市串原

熱源制御盤更新（CP-1）1式、機械計装盤更新（HU－1）1式、プログラム更新
など

工事種別:

資格要件:

電気

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が1,299,650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、649,8
25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:

     2,599,300 円

     2,363,000 円

10
近藤電気工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家３４３ー１    ￥2,290,000

162
山岡電気工事（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向５５５    ￥2,250,000

1521
（株）堀井電気商会

岐阜県恵那市串原５１５０ 落札   ￥2,240,000

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

令和 2年6月19日
令和 2年6月19日
令和 2年8月21日


