
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 3年3月25日　　　　　　09:00

契建設 第 263 号

道交　飯地中野方線（勢井後橋）道路改良工事

中野方町

道路土工　路体盛土V=3200ｍ3　賄土V=6700ｍ3　補強土壁工A=381ｍ2　ブロッ
ク積擁壁A=85ｍ2��縦溝排水工N=1箇所　閉塞工N=1箇所　構造物撤去工一式　
仮設工一式

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が700点以上であること。②平均工事高が60,000,000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、30,000,000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:

    86,024,400 円

    78,204,000 円

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１ 落札  ￥75,500,000

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

令和 3年3月31日
令和 3年3月31日
令和 4年2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

令和 3年3月25日　　　　　　09:05

契建リ 第 12 号

黒岩川河川改修工事

大井町

土工N=1式　法面工A=280m2　擁壁工N=4箇所　ブロック積工A=334m2��排水構造
物工L=73m　附帯工N=1式　仮設工N=1式　安全対策工N=1式　構造物撤去工N=1
式

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が700点以上であること。②平均工事高が60,000,000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、28,364,600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:

    56,729,200 円

    51,572,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥50,700,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５ 落札  ￥48,950,000

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

令和 3年3月31日
令和 3年3月31日
令和 4年1月31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 3年3月25日　　　　　　09:10

契建設 第 275 号

明智町173号線道路側溝改良工事

明智町

道路土工 1式、側溝工 L=80m、集水桝工 N=3基、舗装工 A=38m2、撤去工 1式

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が281点以上～700点未満であること。②平均工事高が7,821,000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、977,625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:

     3,910,500 円

     3,555,000 円

239
（株）川村工務店

岐阜県恵那市明智町１２２９ー１    ￥3,450,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１ 落札   ￥3,370,000

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

令和 3年3月31日
令和 3年3月31日
令和 3年7月9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 3年3月25日　　　　　　09:15

契建設 第 277 号

急傾斜地対策事業大井工区法面工事

大井町

掘削工V=2530m3、法面植生工A=2110m2、法面排水工BF300L=131m

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48,639,800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、12,159,950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:

    24,319,900 円

    22,109,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５   ￥21,280,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥21,700,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５ 落札  ￥21,000,000

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

令和 3年3月31日
令和 3年3月31日
令和 3年10月21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 3年3月25日　　　　　　09:20

契建設 第 279 号

岩村町40号線（その2）側溝整備工事

岩村町

施工延長L=73.0m　CD側溝（300×400）L=19.0m　CD側溝（300×600）L=20.0m
　CD側溝（300×800）L=33.0m　集水桝N=1基

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8,443,600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、2,110,900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:

     4,221,800 円

     3,838,000 円

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１ 　　　辞退

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥3,800,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３ 落札   ￥3,700,000

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

令和 3年3月31日
令和 3年3月31日
令和 3年6月30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 3年3月25日　　　　　　09:25

契建設 第 280 号

明智町11号線道路側溝改良工事

明智町

道路土工1式、側溝工L=58m、集水桝工N=1基、舗装工A=29m2、撤去工1式

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4,248,200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、1,062,050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:

     2,124,100 円

     1,931,000 円

239
（株）川村工務店

岐阜県恵那市明智町１２２９ー１ 落札   ￥1,830,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　辞退

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１    ￥1,891,000

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

令和 3年3月31日
令和 3年3月31日
令和 3年6月30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 3年3月25日　　　　　　09:30

契教総 第 81 号

恵那北小学校トイレ洋式化工事

長島町恵那北小学校

校舎　建具工事　1式、衛生器具設備工事　1式、電気設備工事　1式��体育館
　衛生器具設備工事　1式、電気設備工事　1式

工事種別:

資格要件:

建築一式

①総合評定値が500点以上であること。②平均工事高が33,112,200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、8,278,050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:

    16,556,100 円

    15,051,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥14,900,000

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 落札  ￥14,600,000

1183
小林住建（株）

岐阜県恵那市東野１４５０ー４ 　　　辞退

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

令和 3年3月31日
令和 3年3月31日
令和 3年8月31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 3年3月25日　　　　　　09:35

契教総 第 82 号

岩邑小学校トイレ洋式化工事

岩村町岩邑小学校

校舎　建具工事　1式、衛生器具設備工事　1式、排水設備工事　1式��体育館
　衛生器具設備工事　1式、排水設備工事　1式

工事種別:

資格要件:

建築一式

①総合評定値が500点以上であること。②平均工事高が46,591,600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、11,647,900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:

    23,295,800 円

    21,178,000 円

77
（株）小栗材木店

岐阜県恵那市岩村町９２７ 落札  ￥20,300,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３   ￥20,500,000

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

令和 3年3月31日
令和 3年3月31日
令和 3年8月31日


