
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11月14日　　　　　　09:00

契商観 第 80 号

恵那峡ビジターセンター建設工事

大井町恵那峡

ビジターセンター建設（木造平屋建、建築面積135.00㎡、延床面積113.50㎡）

工事種別:

資格要件:

建築一式

①総合評定値が650点以上であること。②平均工事高が79,813,800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、19,953,450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:

    39,906,900 円

    36,279,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥36,200,000

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 落札  ￥35,900,000

1183
小林住建（株）

岐阜県恵那市東野１４５０ー４ 　　　辞退

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

令和元年11月22日
令和元年11月22日
令和 2年3月19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11月14日　　　　　　09:05

契農政 第 34 号

八升蒔農道整備工事

恵那市山岡町上手向

施工延長L=530.5m、土工1式、水路工(BF300)L=388.8m、分筆分水工12箇所、用
水落差工上流桝13箇所、下流桝A4箇所、下流桝B8箇所

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19,846,200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、4,961,550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:

     9,923,100 円

     9,021,000 円

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１ 　　　辞退

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥8,750,000

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

令和元年11月22日
令和元年11月22日
令和 2年3月13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11月14日　　　　　　09:10

契建設 第 130 号

新竹折弁財天線舗装修繕工事

武並町

施工延長L=170m(W=7.5m)��アスファルト舗装A=1380m2 区画線工L=340m（実線
）L=85m（破線）構造物撤去工一式��道路付属物工　蓋調整N=1箇所

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10,000,000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、1,937,100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:

     7,748,400 円

     7,044,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥6,690,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥6,950,000

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

令和元年11月22日
令和元年11月22日
令和 2年3月19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11月14日　　　　　　09:15

契教生 第 78 号

旧リサイクルセンター建屋他解体工事

長島町

旧資源センター：構造鉄骨平屋建て（560㎡）を解体し現地は現状復帰で更地
とする。

工事種別:

資格要件:

解体

①総合評定値が600点以上であること。②平均工事高が7,887,000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、3,943,500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:

    15,774,000 円

    14,340,000 円

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５ 落札  ￥14,000,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥14,200,000

1078
金子建築工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家１ー５ー５   ￥14,090,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥14,320,000

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

令和元年11月22日
令和元年11月22日
令和 2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

令和元年11月14日　　　　　　09:20

契教幼 第 16 号

二葉こども園園舎解体整地工事

長島町

園舎解体　一式、整地工事　一式

工事種別:

資格要件:

解体

①総合評定値が650点以上であること。②平均工事高が50,000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、0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:

    33,631,400 円

    30,574,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥30,300,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札  ￥29,900,000

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

令和元年11月22日
令和元年11月22日
令和 2年3月19日


