
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11月19日　　　　　　09:00

契建設 第 175 号

社総長島町255号線（北工区）道路改良工事

長島町

施工延長L=250m（No.0+7.0～No.12+17.1）��道路土工　一式　舗装工A=1,359
㎡　排水構造物工　L=195m��防護柵工L=270m　区画線工L=625m　構造物撤去工
　一式　　伐採工　一式

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54,841,600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、13,710,400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:

    27,420,800 円

    24,928,000 円

47
（株）中神工務店

岐阜県恵那市長島町正家３丁目１２ー１   ￥24,500,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札  ￥23,680,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥24,190,000

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

令和 2年11月27日
令和 2年11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11月19日　　　　　　09:05

契水環 第 28 号

恵那市恵南最終処分場閉鎖覆土工事

山岡町恵南最終処分場

50ｃｍ以上の覆土により開口部を閉鎖させること。��覆土下部に再生材、覆土
上部に山土を使用し2層構造とする。

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41,520,600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、10,380,150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:

    20,760,300 円

    18,873,000 円

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１   ￥18,800,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札  ￥18,400,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥18,840,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３   ￥18,800,000

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

令和 2年11月27日
令和 2年11月27日
令和 3年3月12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11月19日　　　　　　09:10

契農政 第 44 号

三郷用水路修繕工事

恵那市長島町永田

漏水修繕工L=75.0m

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8,668,000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、2,167,000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:

     4,334,000 円

     3,940,000 円

47
（株）中神工務店

岐阜県恵那市長島町正家３丁目１２ー１ 落札   ￥3,820,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥3,920,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５    ￥3,870,000

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

令和 2年11月27日
令和 2年11月27日
令和 3年3月5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11月19日　　　　　　09:15

契農政 第 45 号

山本用水路修繕工事

恵那市東野

漏水修繕工L=75.0m

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9,534,800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、2,383,700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:

     4,767,400 円

     4,334,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥4,110,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５    ￥4,290,000

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

令和 2年11月27日
令和 2年11月27日
令和 3年3月5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11月19日　　　　　　09:20

契文化 第 2 号

恵那文化センター直流電源装置改修工事

恵那市長島町中野414-1

文化センターにおける直流電源装置の改修

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3,309,900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、1,654,950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:

     6,619,800 円

     6,018,000 円

10
近藤電気工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家３４３ー１    ￥5,840,000

162
山岡電気工事（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向５５５ 　　　辞退

1731
（株）三島電気工事

岐阜県恵那市大井町６６７ー１５    ￥5,900,000

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 落札   ￥5,716,000

2160
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家１２９ー１８    ￥5,898,000

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

令和 2年11月27日
令和 2年11月27日
令和 3年3月17日


