
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8月20日　　　　　　09:00

契建設 第 98 号

道交　寺田石山線道路改良工事

笠置町姫栗

施行延長No.1+8.6～No.6　L=91.4m　道路土工[掘削V=230m3]　擁壁工[Gr・L型
擁壁L=5m]　排水工[PU2-300L=69m]　舗装工[本線A=234m2]付属施設工[Gr　L=5
m　縁石L=76m]

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19,575,600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、4,893,900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:

     9,787,800 円

     8,898,000 円

12
（有）樋田建設

岐阜県恵那市長島町久須見１３０７番地の７ 落札   ￥8,540,000

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

令和 2年8月28日
令和 2年8月28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8月20日　　　　　　09:05

契水工 第 22 号

飯羽配水区配水管布設替工事

岩村町

水道配水用ポリエチレン管　φ150　L=147.8m

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5,803,600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、2,901,800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:

    11,607,200 円

    10,552,000 円

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１ 落札  ￥10,000,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３   ￥10,500,000

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９   ￥10,389,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３   ￥10,300,000

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

令和 2年8月28日
令和 2年8月28日
令和 2年12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8月20日　　　　　　09:10

契農集 第 11 号

宮本橋他1橋圧送管修繕工事

恵那市上矢作町　下

下水圧送管　宮本橋L=15.4m　無名橋L=26.9ｍ

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17,593,400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、4,398,350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:

     8,796,700 円

     7,997,000 円

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１    ￥7,920,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥7,960,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥7,950,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３ 落札   ￥7,600,000

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

令和 2年8月28日
令和 2年8月28日
令和 2年12月18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8月20日　　　　　　09:15

契農集 第 12 号

門野浄化センター非常用エンジンポンプ更新工事

明智町

非常用エンジンポンプ更新工　流量調整用　N=1台　放流槽用　N=1台

工事種別:

資格要件:

機械器具設置

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が2,240,150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、1,120,075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:

     4,480,300 円

     4,073,000 円

2103
正栄電機（株）

岐阜県恵那市長島町永田３０７ー１３６ 落札   ￥3,900,000

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

令和 2年8月28日
令和 2年8月28日
令和 2年11月24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8月20日　　　　　　09:20

契特環 第 20 号

マンホールポンプ通報装置更新工事

恵那市

マンホールポンプ通報装置更新工　【特環】竹折処理区　N=2箇所　岩村処理
区　N=6箇所　上矢作処理区　N=2箇所　明智処理区　N=2箇所　【農集】門野
処理区　N=2箇所

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7,005,900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、3,502,950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:

    14,011,800 円

    12,738,000 円

10
近藤電気工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家３４３ー１   ￥12,370,000

162
山岡電気工事（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向５５５   ￥12,500,000

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   ￥12,500,000

2103
正栄電機（株）

岐阜県恵那市長島町永田３０７ー１３６ 落札  ￥12,100,000

2160
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家１２９ー１８   ￥12,335,000

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

令和 2年8月28日
令和 2年8月28日
令和 3年1月25日


