
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18日　　　　　　09:00

契建設 第 54 号

大井長島線他１路線舗装修繕工事

大井町

施行延長L=138m（大長島線L=118m、大井町128号線L=20m）

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2,930,400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、366,300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:

     1,465,200 円

     1,332,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥1,260,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　無効

1651
（株）雅喜組

岐阜県恵那市大井町２６９５ー２３５    ￥1,309,000

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

令和 2年6月26日
令和 2年6月26日
令和 2年9月10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18日　　　　　　09:05

契建設 第 56 号

平山線他1路線道路修繕工事

三郷町

【平山線】施工延長L=29.0m　自由勾配側溝L=25.0m　PU3側溝L＝4.0m　舗装工
A=17m2��【正家竹折線】警戒標識　N=6基　支柱撤去N=6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3,891,800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、972,950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:

     1,945,900 円

     1,769,000 円

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５    ￥1,760,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 落札   ￥1,720,000

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

令和 2年6月26日
令和 2年6月26日
令和 2年10月5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18日　　　　　　09:10

契建設 第 60 号

中野方町43号線舗装修繕工事

中野方町

施工延長Ｌ＝140ｍ　舗装工Ａ＝469ｍ2

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2,912,800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、364,100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:

     1,456,400 円

     1,324,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥1,320,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥1,322,000

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１ 落札   ￥1,290,000

1651
（株）雅喜組

岐阜県恵那市大井町２６９５ー２３５    ￥1,315,000

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

令和 2年6月26日
令和 2年6月26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18日　　　　　　09:15

契建設 第 62 号

飯地町11号線他１路線舗装修繕工事

飯地町

飯地町１１号線　舗装工A=195ｍ2　飯地町３５号線　オーバーレイ舗装工A=48
0ｍ2

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5,163,400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、645,425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:

     2,581,700 円

     2,347,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥2,220,000

1651
（株）雅喜組

岐阜県恵那市大井町２６９５ー２３５    ￥2,307,000

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

令和 2年6月26日
令和 2年6月26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18日　　　　　　09:20

契医地 第 13 号

市立恵那病院宿舎造成工事

市立恵那病院

掘削、路体盛土、法面整形、Ｕ型側溝、植生工

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5,541,800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、1,385,450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:

     2,770,900 円

     2,519,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５    ￥2,450,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥2,390,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５    ￥2,470,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥2,500,000

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

令和 2年6月26日
令和 2年6月26日
令和 2年8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18日　　　　　　09:25

契教総 第 40 号

恵那西中学校防球ネット取替工事

長島町恵那西中学校

防球ネット工事　1式��準備工、雑工事　1式��諸経費　　　　　1式

工事種別:

資格要件:

建築一式

①総合評定値が500点以上であること。②平均工事高が21,458,800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、5,364,700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:

    10,729,400 円

     9,754,000 円

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 　　　欠席

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５    ￥9,560,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 落札   ￥9,490,000

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

令和 2年6月26日
令和 2年6月26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6月18日　　　　　　09:30

契商観 第 40 号

上矢作グラウンド休憩所設置工事

上矢作町

仮設工事、土工事、鉄筋工事、型枠・コンクリート工事、倉庫設置工事、内装
工事、電気工事

工事種別:

資格要件:

建築一式

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が8,872,600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、2,218,150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:

     4,436,300 円

     4,033,000 円

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１    ￥3,950,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３
くじ
落札   ￥3,950,000

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

令和 2年6月26日
令和 2年6月26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18日　　　　　　09:35

契消総 第 16 号

明智分団消防器具庫解体工事

明智町大田、大泉、阿妻

明智分団上田消防器具庫ホース乾燥塔撤去、大泉、阿妻消防器具庫解体工事

工事種別:

資格要件:

解体

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が303,943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、303,943
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:

     2,431,550 円

     2,210,500 円

635
（株）丸ス松井材木店

岐阜県恵那市明智町１１５１ー７ 落札   ￥2,100,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥2,200,000

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

令和 2年6月26日
令和 2年6月26日
令和 2年9月30日


