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記

対象機械・施設等名

又は工事等の契約名

令和2年度 産地生産基盤パワーアップ事業

大城いちご生産向上研究会 館コス ト耐候性ハウス建設正事

(株式会社 鈴木農田 ハウス本体工事)

施行方法 講負施行

施行業者選定方法 …般競争見械

競争見穏執行年月日 令和2年 10月 20日

進行 静岡県経済農業協岡組合連合会

建設操 石

'il 

好隆、長澤 兼直、山 口 鋪浩

立会者の所風・氏名 静岡県中遠農林事務所 企画経営傑 経営支援班 主査 松野 和夫

掛川市役所 産業経済部 農林課 主幹 赤親 純久

競争見穣目標価額 (税抜) 55,700,000円

競争見樹参加者名及び

見積価格 (税抜)

参加業者名 第1回 第2回

サンケンハウス株式会社 54,300,000円 ※決定

渡辺パイア株式会社 70,000,000 円

執行日数 ユ園

決定業者名 (契約業者名) サンケンハウス株式会社

契約価格 (続込) 59,730,000円

契約年月日 令和2年 10月 26日

精工住所 掛川市大測字中新井前3460番 l含む5奪

完了予定年月日 令和3年2月 26日

工事監理者 静岡県経済農業協同組合遼合会



令和 2年度 産地生産基盤パワーアップ事業

競争見積結果公告ヨ
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このことについて、下寵のとおり結果を公告しまする

純

対象機械・施設等名

スは工事等の契約名

令和2年度 産地生産基盤パワーアップ事業

大城いちご生産向上研究会 低ヨス ト耐候性ハウス建設工事

(株式会社 鈴木農園 船帯設備工事)

施行方法 描負施行

施行業者選定方法 …般競争見積

競争見棋執行年月日 令和2年10月 20日

進行 静岡県経済農業協開組合連合会

建設課 石

"lt 

好隆、長澤 繁直、山 田 競浩

立会者の所属・氏名 静岡県中還農林事務所 企画経営傑 経営支援菱 主査 松野 和夫

掛川市役所 産業経済部 農林操 差幹 赤堀 純入

競争見制目標価額 (税抜) 39,200,000円

競争見樹参加者名及び

見殺価格 (税抜)

参加業者名 第1回 第2回

サンケンハウス株式会社 37,200,000円 ※決定

執行日数 1回

決定業者名 (契約業者名) サンケシハウス株式会社

契約価格 (税込) 40,920,000円

契約年月日 令和2年 10月 2i6日

着工住所 掛川市大渕字中新井前3460番 1含む5筆

完了予定年月日 令和3年3月 30日

五事監理者 静岡県経済農業協同組合連合会



令和 2年度 産地生産基盤パソーアップ事業

競争見積結果公告
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このことについて、下記のとおり結果を公告します。

記

対象機械・施設等名

又は工事等の契約名

令和2年度 産地生麗基盤パワーアンプ事業

大城いちご生産向上研究会 低ヨス ト耐候性ハウス建設工事

_二_玉窒豊_墓豊壬樺 ハウス・夜冷庫建設工率)

施行方法 請負施行

施行業者選定方法 一般競争見積

競争見殺執行年月日 令和2年 10月 20日

進行 静岡県経済農業協同組合連合会

建設課 石川 好隆、長澤 兼直、山田 艦

立会者の所属・氏名 静岡県中遠農林事務所 企題経営課 経営支援班 差査 松野 和夫

掛川帝役所 産業経済部 農林操 主幹 赤堀 純久

競争見積目標価額 (続抜) 86,100,000円

競争見積参加者名及び

見積価格 (税抜)

参加業者名 第1田 第2田

イノチオアグ〃株式会社 30,S80,000円 ※決定

株式会社山本産業 39,500,000円

トヨタネ株式会社 32,700,000円

渡辺パイプ株式会社 34,伊00,000隅

執行日数 1回

決定業者名 (契約業者名) イノチオアグ夢株式会社

契約価格 (税込) 33,638,000H

契約年月日 令和2年 10月 26日

着正往所 ハウス :掛川市大渕宇中新井前3624審、3625番

夜冷庫 i掛)ft市大測字中新井前3541番 1、 3541番2

先T予定年月日 令和3年3月 19日

工事盤理者 静岡県経済農業協同組合連合会



令和 2年度 産地生産基盤パワーアップ事業

競争見積結果公告ヨ
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このことについて、下記のとおり結果を公告します。    .

記

対象機械・施設等名

又は工球等の契約名

令和2年度 産幾生産基盤パワーアップ事業

大城いちご生麓向上研究会 低ヨス ト耐候性ハウス建設工事

(大石 哲由様 ハウス嫌 ・ハウス球 建設五群)

施行方法 識負施行

施行業者避定方法 一般競争見積

競争見樹執行年月日 令和2年 10月 20日

進行 静岡県経済農業協同組合連合会

建設操 石川 好隆、長澤 兼直、山 口 韓横

立会者の所属・氏名 静岡県中選農林事務所 企画経営裸 経営支援班 室査 松野 和夫

掛川市役所 産業経済部 農林課 主幹 赤据 純久

競争見樹目楳価額 (税抜) 91,100,000円

競争見樹参加者名及び

見積価格 (税抜)

参加業者名 第1回 第2回

イノチオアグリ株式会社 72,200,000円

,株式会社大仙 69,500,000円

トヨタネ株式会社 85,000,000円

渡辺パイプ株式会社 661900,000 円 ※決定

執行日数 1回

決定業者名 (契約業者名) 渡辺パイブ株式会社

契約価格 (税込) 73,590,000円

黎約年月日 令和2年 10月 26日

着正住所 ハウス難社 掛川市大渕字前浜1458番864含む5無

ハウス助&掛川市大関宇前浜1456番435含む6筆

完了予定年月日 令和8年3月 19日

工事監理密 静岡県経済農業協同組合連合会



令和 2年度 産地生産基盤パワーアップ事業

競争見積結果公告コ
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このことについて、下記のとおり結果を公告します。

記

対象機械・施設等名

又は工事等の契約名

令和2年度 産地生産基盤パワーアップ事業

大城いちご生産向上研究会 低軍ス ト耐候性ハウス建設工事
・

(水野 徹様 ハウス韓静 ハウス燃 ・夜冷悪建設工事)

施行方法 講負施行

施行業者選定方法 一般競争見械

競争見頼執行年月日 令和2年 10月 20日

進行 静岡県経済農業協同組合連合会

建設課 石川 舞隆、長澤 素直、山 口 靖浩

立会者の所属・氏名 静岡県中還農林事務所 企画経営課 経営支援班 主査 松野 和夫

掛川市役所 産業経済部 農林課 主幹 赤堀 純久

競争見械目標価額 (税抜) 99,900,000F弓

競争見棋参加者名及び

見積価格 (税抜)

参加業者名 第1回 第2回

イ′チオアグν株式会社 75,900,000円 ※決定

株式会社大仙 76,500,000円

トヨタネ株式会社 79,400,000 円

渡辺パイプ株式会社 、77,800,000円

執行回数 1回

決定業者名 (契約業者名) イノチオアグ〃株式会社

契約価格 (税込) 83,490,000円

契約年月日 令和2年 10月 26日

着工住所 ハウス姉厳 BJll市千浜宇前新輝6481番 1含む3筆

ハウスB棟 :掛川市千浜年前新田6763番 1

夜冷鹿 :掛川市千湊宇前新田6568替

完了予定年月日 令和3年3月 19日

工事監理者 静岡県経済農業協岡組合連合会


