
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12月13日　　　　　　08:38

建設 第 177 号

恵那市橋梁点検業務委託その２

恵那市

橋梁点検N=27橋　打合せN=1業務

5
（株）地域コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家１０６７ー２５０    ￥3,050,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６ 落札   ￥2,900,000

1092
（有）大矢コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家字後田１０６７ー２６６    ￥3,000,000

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

平成30年12月17日
平成30年12月17日
平成31年3月22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12月13日　　　　　　09:20

建設 第 159 号

工第400号山岡町254号線道路災害復旧工事

山岡町原

復旧延長 L=20m　路側工（大型ブロック積工） L=19.4m SL=5.51～6.20m A=107m2　小口止工 N=2
箇所　雑工（取付工） N=2箇所　舗装工 A=85m2　掛樋工 L=70m　仮締切排水工 N=1箇所　大型土
のう積工 N=5袋　準備費 N=1式　技術管理費 N=1式　

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    20,090,160 円

    18,602,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１   ￥18,470,000

239
（株）川村工務店

岐阜県恵那市明智町１２２９ー１ 　　　欠席

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１   ￥18,260,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１   ￥18,500,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札  ￥18,100,000

1441
（有）共和土木

岐阜県恵那市上矢作町１２８２ 　　　辞退

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３   ￥18,500,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１ 　　　欠席



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12月13日　　　　　　09:20

建設 第 159 号

工第400号山岡町254号線道路災害復旧工事

山岡町原

復旧延長 L=20m　路側工（大型ブロック積工） L=19.4m SL=5.51～6.20m A=107m2　小口止工 N=2
箇所　雑工（取付工） N=2箇所　舗装工 A=85m2　掛樋工 L=70m　仮締切排水工 N=1箇所　大型土
のう積工 N=5袋　準備費 N=1式　技術管理費 N=1式　

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    20,090,160 円

    18,602,000 円

3843
（株）纐纈

岐阜県恵那市山岡町原１４２８ー２９ 　　　欠席

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

平成30年12月19日
平成30年12月19日
平成31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

平成30年12月13日　　　　　　09:25

建設 第 166 号

工第408号上矢作町55号線道路災害復旧工事

上矢作町

復旧延長 L=9.5m　路側工（大型ブロック積工） L=8.9m H=4.99～5.88m A=46m
2　小口止工 N=2箇所　雑工（取付工） N=2箇所　舗装工 A=57m2　法面工　現
場吹付枠工A=143m2　準備費 N=1式　技術管理費 N=1式　

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    15,188,040 円

    14,063,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１ 　　　辞退

239
（株）川村工務店

岐阜県恵那市明智町１２２９ー１ 　　　欠席

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１   ￥13,860,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１ 落札  ￥13,600,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　辞退

1441
（有）共和土木

岐阜県恵那市上矢作町１２８２ 　　　辞退

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３   ￥14,000,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１ 　　　欠席



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12月13日　　　　　　09:25

建設 第 166 号

工第408号上矢作町55号線道路災害復旧工事

上矢作町

復旧延長 L=9.5m　路側工（大型ブロック積工） L=8.9m H=4.99～5.88m A=46m
2　小口止工 N=2箇所　雑工（取付工） N=2箇所　舗装工 A=57m2　法面工　現
場吹付枠工A=143m2　準備費 N=1式　技術管理費 N=1式　

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    15,188,040 円

    14,063,000 円

3843
（株）纐纈

岐阜県恵那市山岡町原１４２８ー２９ 　　　欠席

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

平成30年12月19日
平成30年12月19日
平成31年3月25日


