
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5日　　　　　　09:05

契農集 第 16 号

下・小田子浄化センター曝気撹拌装置更新工事

恵那市　上矢作町　下　（下・小田子浄化センター）

曝気槽　曝気撹拌装置更新　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2,200,000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、1,100,000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:

     4,400,000 円

     4,000,000 円

1997
（株）くらしの東栄

岐阜県恵那市大井町２０８７ー８ 落札   ￥3,990,000

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

令和 2年11月13日
令和 2年11月13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5日　　　　　　09:10

契教ス 第 60 号

明智弓道場屋根改修工事

恵那市明智町

屋根及び樋の修繕

工事種別:

資格要件:

建築一式

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が6,965,200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、1,741,300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:

     3,482,600 円

     3,166,000 円

197
（株）加藤材木店

岐阜県恵那市明智町５４ー３ 落札   ￥3,050,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥3,100,000

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

令和 2年11月13日
令和 2年11月13日
令和 3年3月23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5日　　　　　　09:15

契恵給 第 69 号

恵那市学校給食センター排水設備切替工事

恵那市　大井町　恵那市学校給食センター

給水設備工事　1式、排水設備工事　1式、ガス設備工事　1式、厨房設備工事
　1式、撤去工事　1式

工事種別:

資格要件:

管

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が4,826,250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、2,413,125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:

     9,652,500 円

     8,775,000 円

17
（株）澤田管工

岐阜県恵那市長島町中野３５８ー６ 落札   ￥8,300,000

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

令和 2年11月13日
令和 2年11月13日
令和 3年2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5日　　　　　　09:20

契恵給 第 70 号

恵那市学校給食センター屋根雨漏り修繕工事

恵那市　大井町　恵那市学校給食センター

仮設工事　1式、防水工事　シーリング打ち替え　L=170ｍ、塗装工事　A=162.
8㎡

工事種別:

資格要件:

建築一式

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が13,508,000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、3,377,000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:

     6,754,000 円

     6,140,000 円

1078
金子建築工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家１ー５ー５ 落札   ￥6,017,200

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 　　　辞退

2857
（株）Ｈａｙａｓｈｉ建総

岐阜県恵那市武並町竹折１１０４    ￥6,078,600

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

令和 2年11月13日
令和 2年11月13日
令和 3年2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5日　　　　　　09:25

契商観 第 78 号

おばあちゃん市手づくりの店屋根改修工事

山岡町上手向

仮設工事、屋根改修工事、内部改修工事

工事種別:

資格要件:

建築一式

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が6,512,000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、1,628,000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:

     3,256,000 円

     2,960,000 円

197
（株）加藤材木店

岐阜県恵那市明智町５４ー３    ￥2,920,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥2,870,000

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

令和 2年11月13日
令和 2年11月13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5日　　　　　　09:30

契商観 第 79 号

道の駅らっせぃみさと空調設備改修工事

三郷町佐々良木

本館部分空調設備改修工事、本館売店空調設備改修工事、本館トイレ空調設備
設置工事、野菜直売所空調設備改修工事、本館調理室空調設備設置工事、本館
そば打ち体験道場換気扇取替工事

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10,738,200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、5,369,100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:

    21,476,400 円

    19,524,000 円

25
（有）可知水道

岐阜県恵那市長島町中野３９６ 　　　辞退

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 落札  ￥18,900,000

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

令和 2年11月13日
令和 2年11月13日
令和 3年3月26日




