
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7月16日　　　　　　09:05

契建設 第 91 号

山岡町183号線舗装修繕工事

山岡町

施工延長L=86m 舗装工（オーバーレイ）表層工A=521m2 区画線工 実線L=172m
交通誘導員 3日

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3,616,800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、452,100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:

     1,808,400 円

     1,644,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥1,640,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥1,600,000

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

令和 2年7月27日
令和 2年7月27日
令和 2年10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7月16日　　　　　　09:10

契農林 第 20 号

県単林道峰山線改良工事

明智町東方

施工延長L=350m(うち洗越改良L=26m)��土工一式　側溝工13.3m　横断函渠工6m
　集水桝工1基　ふとんかご設置工26m��路側ブロック積工28.7m2　ガードレー
ル設置工9m��オーバーレイ舗装工1050m2　構造物撤去一式

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18,246,800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、4,561,700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:

     9,123,400 円

     8,294,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１    ￥8,000,000

239
（株）川村工務店

岐阜県恵那市明智町１２２９ー１    ￥8,100,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　辞退

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１ 落札   ￥7,870,000

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

令和 2年7月27日
令和 2年7月27日
令和 2年11月4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7月16日　　　　　　09:15

契医高 第 56 号

明日香苑大規模改修工事（電気）

特別養護老人ホーム明日香苑

トイレ電気設備、浴室電気設備、電灯設備、誘導灯設備、防煙シャッター設備

工事種別:

資格要件:

電気

①総合評定値が600点以上であること。②平均工事高が10,283,350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、5,141,675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:

    20,566,700 円

    18,697,000 円

10
近藤電気工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家３４３ー１   ￥18,000,000

162
山岡電気工事（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向５５５   ￥17,940,000

1731
（株）三島電気工事

岐阜県恵那市大井町６６７ー１５   ￥18,013,000

1767
イシデンエンジニアリング（株）

岐阜県恵那市大井町２０８７番地の２２１ 　　　欠席

2160
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家１２９ー１８ 落札  ￥17,583,000

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

令和 2年7月27日
令和 2年7月27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7月16日　　　　　　09:20

契医高 第 57 号

明日香苑大規模改修工事（機械）

特別養護老人ホーム明日香苑

トイレ機械設備、浴室機械設備

工事種別:

資格要件:

管

①総合評定値が600点以上であること。②平均工事高が5,572,600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、2,786,300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:

    11,145,200 円

    10,132,000 円

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 落札   ￥9,620,000

700
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見１０９２ー７ 　　　欠席

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

令和 2年7月27日
令和 2年7月27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7月16日　　　　　　09:25

契教生 第 41 号

長屋門移設工事

大井町

長屋門の門部分を明治天皇大井行在所に移築し、現況の長屋門に近い形で復原
する。移築後長屋門面積35.99㎡

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47,352,800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、11,838,200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:

    23,676,400 円

    21,524,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札  ￥21,000,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　辞退

1183
小林住建（株）

岐阜県恵那市東野１４５０ー４   ￥21,300,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥21,470,000

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

令和 2年7月27日
令和 2年7月27日
令和 3年3月1日


