
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

平成30年9月20日　　　　　　09:05

教ス 第 43 号

まきがね公園体育館改修工事（機械設備工事）

長島町まきがね公園体育館

空調改修工事・館内便所改修工事・更衣室シャワー等給湯方式変更工事・外便
所改修工事

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29,143,800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、14,571,900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:

    58,287,600 円

    53,970,000 円

25
（有）可知水道

岐阜県恵那市長島町中野３９６   ￥51,360,000

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 落札  ￥51,270,000

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１ 　　　辞退

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

平成30年9月28日
平成30年9月28日
平成31年3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

平成30年9月20日　　　　　　09:10

水工 第 35 号

大崎配水区（神田）老朽管更新工事

長島町中野

ダクタイル鋳鉄管GX形φ250　L=213ｍ、GX形φ150　L=2ｍ、GX形φ100　L=9ｍ、NS形φ300　L=15
ｍ、NS形φ250　L=2ｍ、NS形φ100　L=3ｍ、土工　N=1式、舗装工　N=1式、安全対策工　N=1式、
仮設工　N=1式、給水管布設工　N=1式、消火栓設置工　N=2基

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16,572,600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、8,286,300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:

    33,145,200 円

    30,690,000 円

25
（有）可知水道

岐阜県恵那市長島町中野３９６   ￥29,100,000

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８   ￥30,000,000

2161
（有）加藤重機

岐阜県恵那市長島町中野１０５７ー２ 落札  ￥28,840,000

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

平成30年9月28日
平成30年9月28日
平成31年1月31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

平成30年9月20日　　　　　　09:15

水工 第 36 号

重要給水配水管布設工事(羽白大崎工区)

長島町中野

施行延長L=334.8m、ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形φ300L=134.3m、水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100L=161.7m、φ75L
=35.2m、仕切弁φ300N=3基、φ250N=1基、φ150N=1基、φ100N=1基、φ75N=2基、排泥弁φ100N=1
基、急速空気弁φ25N=1基、地下式単口消火栓φ65N=3基

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16,048,260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、8,024,130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:

    32,096,520 円

    29,719,000 円

17
（株）澤田管工

岐阜県恵那市長島町中野３５８ー６ 落札  ￥28,200,000

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 　　　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:

平成30年9月28日
平成30年9月28日
平成31年2月28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

平成30年9月20日　　　　　　09:20

水工 第 37 号

岩村導水管法面復旧工事

岩村町

施行延長L=9m、法枠工A=15m2、ﾓﾙﾀﾙ吹付工A=4m2、植生ﾏｯﾄ工A=18m2

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6,842,880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、1,710,720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:

     3,421,440 円

     3,168,000 円

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥3,145,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥2,680,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３    ￥3,150,000

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

平成30年9月28日
平成30年9月28日
平成31年1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

平成30年9月20日　　　　　　09:25

水工 第 38 号

野井第1ポンプ場築造工事

三郷町野井

場内舗装工　A=60m2��フェンス設置工　L=41.7m��ダクタイル鋳鉄管GX形φ100
　L=10.4m��ポンプ場築造(ポンプ井15m3 ポンプ室床面積20m2)　N=1箇所��舗
装復旧　A=54m2

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53,790,480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、13,447,620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:

    26,895,240 円

    24,903,000 円

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５ 落札  ￥24,100,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥24,500,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥24,470,000

2155
（有）躍進

岐阜県恵那市長島町久須見１３０６ー３０   ￥24,600,000

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

平成30年9月28日
平成30年9月28日
平成31年2月28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

平成30年9月20日　　　　　　09:30

建設 第 104 号

恵那市道路等緊急修繕（北部その２）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1式、緊急舗装修繕等1
式、その他緊急修繕1式）

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が9,972,720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、2,493,180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:

     4,986,360 円

     4,617,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥4,380,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５    ￥4,510,000

1310
かね大建設（株）

岐阜県恵那市飯地町１６７１ー３ 　　　辞退

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

平成30年9月28日
平成30年9月28日
平成31年3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

平成30年9月20日　　　　　　09:35

教ス 第 42 号

まきがね公園体育館改修工事（電気設備）

長島町中野

空調改修に伴う配線・制御盤改修工事、トイレ改修に伴う配線・照明改修工事
、更衣室改修に伴う配線・照明改修工事、アリーナ・トレーニングジム・会議
室・事務室等の照明取替工事

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8,324,100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、4,162,050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:

    16,648,200 円

    15,415,000 円

10
近藤電気工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家３４３ー１ 落札  ￥14,600,000

162
山岡電気工事（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向５５５   ￥14,920,000

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   ￥14,850,000

2160
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家１２９ー１８   ￥14,900,000

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

平成30年9月28日
平成30年9月28日
平成31年3月29日


