岐阜市少額随意契約の公表に関する対象案件一覧表

別紙

第2四半期分 （平成30年7月から平成30年9月まで）
番号

事業名称

施

工

場

所

契約の相手方の商号又は名称

契約金額
（税込・円）

契約締結日

契約の相手方以外の見積
契約の相手方以外の見積徴取した
徴取した業者の見積金額
業者の商号又は名称
(税込・円）

担当課

1

三輪第２書庫屋根修繕

岐阜市石原１丁目２５１－１

丸万建設株式会社

159,840

H30.9.27 株式会社渡辺工務店

2

岐阜競輪場早朝前売所照明増設工事

岐阜市東栄町5丁目16番地１

古田電業株式会社

334,800

H30.7.5 竜美電気株式会社

349,920 競輪事業課

3

岐阜競輪場第１投票所１階事務所空調機
岐阜市東栄町5丁目16番地１
修繕

大東株式会社

369,554

H30.7.7 濃尾電機株式会社

432,000 競輪事業課

4

岐阜競輪場１６番駐車場補修修繕

岐阜市花沢町5丁目地内

有限会社澤田重機

486,000

H30.7.7 丸成林建設株式会社

497,880 競輪事業課

5

岐阜競輪場選手控え室畳表替修繕

岐阜市東栄町5丁目16番地１

森畳店

146,880

H30.7.11 株式会社池田製畳

157,950 競輪事業課

大東株式会社

495,720

H30.7.17 株式会社中部空調サービス

561,600 競輪事業課

有限会社ジー・エッチ・エス

311,040

H30.8.6 丸杉建設株式会社

496,800 競輪事業課

大東株式会社

496,011

H30.8.6 株式会社ダイワテクノ

499,467 競輪事業課

6
7
8

岐阜競輪場バックスタンド地元選手控室
岐阜市東栄町5丁目16番地１
空調機入替工事
岐阜競輪場正面スタンド1階パーテーショ
岐阜市東栄町5丁目16番地１
ン設置工事
岐阜競輪場正面スタンド1階排風機2台他
岐阜市東栄町5丁目16番地１
修繕

186,840 行政課

9

岐阜競輪場敢闘門照明取替修繕

岐阜市東栄町5丁目16番地１

株式会社大野電機商会

489,240

H30.8.13 竜美電気株式会社

498,960 競輪事業課

10

岐阜競輪場正面スタンド雨漏り修繕

岐阜市東栄町5丁目16番地１

株式会社市川工務店

374,652

H30.8.17 大興建設株式会社

380,808 競輪事業課

11

岐阜競輪場バックスタンド西階段柱他塗
装修繕

岐阜市東栄町5丁目16番地１

東海ペイント株式会社

307,800

H30.8.18 川瀬塗装株式会社

345,600 競輪事業課

12

岐阜競輪場選手管理室空調移設工事

岐阜市東栄町5丁目16番地１

濃尾電機株式会社

298,080

H30.8.21 戸島工業株式会社

353,160 競輪事業課

13

岐阜競輪場正面スタンド2階・3階排煙口
修繕

岐阜市東栄町5丁目16番地１

岐阜ヤナセ株式会社

399,600

H30.8.22 株式会社富士

425,520 競輪事業課

14

岐阜競輪場3階レストラン床改修工事

岐阜市東栄町5丁目16番地１

株式会社正木装飾

433,252

H30.9.23 谷本建設株式会社

675,000 競輪事業課

15

岐阜競輪場正面スタンド3階化粧台取替
修繕

岐阜市東栄町5丁目16番地１

株式会社岐東設備

146,340

H30.9.25 振興設備工業株式会社

155,412 競輪事業課

16

岐阜競輪場特別観覧席雨漏り修繕

岐阜市東栄町5丁目16番地１

大日本土木株式会社

496,800

H30.9.28 大興建設株式会社

538,380 競輪事業課

17

南庁舎駐車場舗装修繕

岐阜市神田町1丁目11番地

株式会社建立

358,560

H30.7.2 有限会社Ｇ・プラン

361,800 管財課

18

西別館ブロック塀ほか撤去工事

岐阜市江川町27番地

株式会社名神

496,854

H30.7.5 株式会社ｺﾝﾄﾗｸﾄﾜｰｸ

498,960 管財課

19

八ツ寺別館玄関腰壁撤去工事

岐阜市八ツ寺町1丁目7番地

河瀬建設株式会社

272,160

H30.7.5 株式会社マルエム村瀬組

299,160 管財課

20

南庁舎屋上笠木シーリングほか修繕

岐阜市神田町1丁目11番地

渡辺建設株式会社

339,120

H30.7.5 厚見建設工業株式会社

378,000 管財課

21

西別館西側外壁換気口修繕

岐阜市江川町27番地

株式会社マルエム村瀬組

226,800

H30.7.6 株式会社富国建設

241,920 管財課

22

旧医師会別館１階フロア改修工事

岐阜市菅原町2丁目18番地の2

株式会社富国建設

496,800

H30.7.17 株式会社雛屋建設社

498,960 管財課

株式会社沢田工業

83,160

H30.7.17 株式会社野村水道

86,400 管財課

中日本防水株式会社

226,800

H30.7.24 長良工業株式会社

244,080 管財課

H30.7.31 株式会社コウアン

489,240 管財課

23
24

本庁舎高層部３階女子トイレ和便器取替
岐阜市今沢町18番地
修繕
本庁舎１階市民ホールトップライト等防水
岐阜市今沢町18番地
修繕

25

本庁舎西側駐車場舗装修繕

岐阜市今沢町18番地

三和道路維持株式会社

473,040

26

時鐘楼自動撞木等修繕

岐阜市駿河山1番8

株式会社サンアイ岡本

369,900

H30.8.3 有限会社テック高電

383,292 管財課

27

本庁舎１階市民課扇風機取付ほか工事

岐阜市今沢町18番地

竜美電気株式会社

210,600

H30.8.7 株式会社大野電機商会

227,880 管財課

備考
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28

八ツ寺別館板硝子修繕

岐阜市八ツ寺町1丁目7番地

有限会社グラスハウス・ナダ

112,320

29

本庁舎附属棟屋上防水修繕

岐阜市今沢町18番地

株式会社コントラクトワ－ク

108,000

H30.8.10 有限会社ベストプラン

127,440 管財課

岐阜市今沢町18番地

株式会社渡辺工務店

302,400

H30.8.17 河瀬建設株式会社

368,280 管財課

岐阜市今沢町18番地

株式会社大野電機商会

450,360

H30.9.12 株式会社ギデンテック

454,680 管財課

30
31

本庁舎２階渡り廊下パーテーション等修
繕
市庁舎多目的トイレ等非常ボタン改修工
事

H30.8.8 名田屋硝子本店

担当課

122,040 管財課

32

本庁舎空調設備修繕

岐阜市今沢町18番地

大東株式会社

450,478

H30.9.13 株式会社中部空調サービス

485,136 管財課

33

萬松館外壁修繕

岐阜市大宮町2丁目18

有限会社ジ－・エッチ・エス

270,000

H30.9.18 株式会社丸泰

292,680 管財課

10,992,961

備考

