
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

令和元年12月19日　　　　　　09:00

契建設 第 148 号

防安　丸山橋他1橋橋梁修繕工事

笠置町

丸山橋　塗装塗替　A=530m2 足場工　A=122m2��神の木橋　床版補修　A=5m2

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が600点以上であること。②平均工事高が39,111,600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、9,777,900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:

    19,555,800 円

    17,778,000 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  ￥17,300,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥17,600,000

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３   ￥17,700,000

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

令和元年12月27日
令和元年12月27日
令和 2年3月27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

令和元年12月19日　　　　　　09:05

契建設 第 159 号

恵那市道路等緊急修繕（北部その３）工事

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9,985,800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、2,496,450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:

     4,992,900 円

     4,539,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥4,400,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 　　　辞退

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

令和元年12月27日
令和元年12月27日
令和 2年5月15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

令和元年12月19日　　　　　　09:10

契建設 第 164 号

市道新町本町線側溝改良工事

恵那市明智町

土工　N=1式　側溝工　L=30m　舗装工　A=18m2　取壊工　N=1式　安全対策工
　N=1式

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が281点以上～700点未満であること。②平均工事高が4,763,000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、595,375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:

     2,381,500 円

     2,165,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１    ￥2,140,000

239
（株）川村工務店

岐阜県恵那市明智町１２２９ー１    ￥2,100,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１ 落札   ￥2,050,000

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

令和元年12月27日
令和元年12月27日
令和 2年3月27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

令和元年12月19日　　　　　　09:15

契建設 第 165 号

交通安全対策（その２）工事

恵那市

安全対策工　路面標示工　N=７箇所　反射鏡設置工　N=２箇所　車線分離標設
置工　N=１箇所　仮設工　N=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7,931,000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、1,982,750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:

     3,965,500 円

     3,605,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５ 落札   ￥3,450,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥3,550,000

2155
（有）躍進

岐阜県恵那市長島町久須見１３０６ー３０ 　　　辞退

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

令和元年12月27日
令和元年12月27日
令和 2年3月25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

令和元年12月19日　　　　　　09:20

契農集 第 16 号

門野浄化ｾﾝﾀｰ・本郷1MP通報装置更新工事

明智町

農集門野処理区　門野浄化センター　N=1基、特環上矢作処理区　本郷1MP　N=
1基

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1,158,850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、579,4
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:

     2,317,700 円

     2,107,000 円

10
近藤電気工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家３４３ー１    ￥2,073,000

162
山岡電気工事（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向５５５    ￥2,100,000

1521
（株）堀井電気商会

岐阜県恵那市串原５１５０    ￥2,040,000

2103
正栄電機（株）

岐阜県恵那市長島町永田３０７ー１３６ 落札   ￥2,000,000

2160
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家１２９ー１８    ￥2,070,000

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

令和元年12月27日
令和元年12月27日
令和 2年3月20日


