
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5月20日　　　　　　09:00

契建設 第 25 号

中西西洞線側溝修繕工事

山岡町久保原

床堀V=30m3　埋戻V=20m3　残土処理V=10m3　舗装工A=31m2　取り壊し工N=1式
　排水構造物工　PU3-300 L=50m

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5,185,400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、1,296,350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:

     2,592,700 円

     2,357,000 円

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥2,320,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥2,280,000

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

令和 3年5月28日
令和 3年5月28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5月20日　　　　　　09:10

契建設 第 29 号

正家竹折線舗装修繕工事

三郷町野井

切削オーバーレイ工A=483m2　区画線工　実線L=132m　破線L=33m　交通誘導員
18人

工事種別:

資格要件:

ほ装

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が7,436,000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、929,500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:

     3,718,000 円

     3,380,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥3,330,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥3,320,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５    ￥3,330,000

1651
（株）雅喜組

岐阜県恵那市大井町２６９５ー２３５ 落札   ￥3,250,000

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

令和 3年5月28日
令和 3年5月28日
令和 3年8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5月20日　　　　　　09:15

契建設 第 30 号

四ツ谷川河川浚渫工事

武並町竹折

河川内土砂浚渫V=330m3、仮設道路工（敷鉄板）L=15m、仮設道路工（盛土）V=
180m3、大型土のう工N=12袋

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が500点以上であること。②平均工事高が12,951,400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、3,237,850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:

     6,475,700 円

     5,887,000 円

47
（株）中神工務店

岐阜県恵那市長島町正家３丁目１２ー１    ￥5,830,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 落札   ￥5,690,000

4743
（株）ヤマグチ

岐阜県恵那市長島町久須見１０８２ー５１ 　　　辞退

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

令和 3年5月28日
令和 3年5月28日
令和 3年7月16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5月20日　　　　　　09:20

契水工 第 3 号

正家配水池緊急遮断弁修繕工事

長島町

緊急遮断弁修繕N=一式

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3,605,250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、1,802,625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:

     7,210,500 円

     6,555,000 円

2103
正栄電機（株）

岐阜県恵那市長島町永田３０７ー１３６ 落札   ￥6,300,000

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

令和 3年5月28日
令和 3年5月28日
令和 3年12月3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5月20日　　　　　　09:25

契水工 第 4 号

石原田浄水場原水流入弁更新工事

明智町

原水流入弁更新　N=1箇所

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1,100,000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、550,0
00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:

     2,200,000 円

     2,000,000 円

2103
正栄電機（株）

岐阜県恵那市長島町永田３０７ー１３６ 落札   ￥1,900,000

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

令和 3年5月28日
令和 3年5月28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5月20日　　　　　　09:30

契教総 第 28 号

三郷小学校大規模改修工事（機械）

三郷町

校舎1期　暖房設備工事　1式、衛生器具設備工事　1式、屋内給水設備工事等
　1式��校舎2期　空調設備工事　1式、暖房設備工事　1式、衛生器具設備工事
等　1式

工事種別:

資格要件:

管

①総合評定値が700点以上であること。②平均工事高が28,337,650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、14,168,825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:

    56,675,300 円

    51,523,000 円

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８   ￥51,000,000

700
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見１０９２ー７   ￥51,100,000

1997
（株）くらしの東栄

岐阜県恵那市大井町２０８７ー８ 落札  ￥50,480,000

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

令和 3年5月28日
令和 3年5月28日
令和 5年3月24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5月20日　　　　　　09:35

契教総 第 30 号

長島小学校トイレ洋式化工事

長島町長島小学校

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

工事種別:

資格要件:

建築一式

①総合評定値が650点以上であること。②平均工事高が76,619,400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、19,154,850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:

    38,309,700 円

    34,827,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥34,400,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　辞退

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札  ￥33,800,000

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

令和 3年5月28日
令和 3年5月28日
令和 3年9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5月20日　　　　　　09:40

契教総 第 31 号

明智小学校トイレ洋式化工事

明智町明智小学校

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
　建具工事　1式、衛生器具設備工事　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25,308,800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、6,327,200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:

    12,654,400 円

    11,504,000 円

197
（株）加藤材木店

岐阜県恵那市明智町５４ー３ 落札  ￥11,200,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３   ￥11,350,000

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

令和 3年5月28日
令和 3年5月28日
令和 3年9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5月20日　　　　　　09:45

契教総 第 32 号

串原小中学校トイレ洋式化工事

串原串原小中学校

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46,182,400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、11,545,600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:

    23,091,200 円

    20,992,000 円

77
（株）小栗材木店

岐阜県恵那市岩村町９２７   ￥20,990,000

197
（株）加藤材木店

岐阜県恵那市明智町５４ー３ 　　　無効

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札  ￥20,700,000

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

令和 3年5月28日
令和 3年5月28日
令和 3年9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5月20日　　　　　　09:50

契教総 第 34 号

飯地小学校トイレ洋式化工事

飯地町飯地小学校

校舎　建具工事　1式、衛生器具設備工事　1式、電気設備工事等　1式��体育
館　衛生器具設備工事　1式、暖房設備工事等　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28,195,200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、7,048,800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:

    14,097,600 円

    12,816,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥12,700,000

1078
金子建築工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家１ー５ー５   ￥12,650,000

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 落札  ￥12,500,000

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

令和 3年5月28日
令和 3年5月28日
令和 3年9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5月20日　　　　　　09:55

契教総 第 35 号

上矢作小学校トイレ洋式化工事

上矢作町上矢作小学校

校舎　建具工事　1式、衛生器具設備工事　1式、電気設備工事等　1式��体育
館　衛生器具設備工事　1式、建具工事等　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35,644,400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、8,911,100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:

    17,822,200 円

    16,202,000 円

77
（株）小栗材木店

岐阜県恵那市岩村町９２７ 落札  ￥16,180,000

197
（株）加藤材木店

岐阜県恵那市明智町５４ー３ 　　　辞退

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３   ￥16,200,000

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

令和 3年5月28日
令和 3年5月28日
令和 3年9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5月20日　　　　　　10:00

契教総 第 36 号

給食センターアレルギー食調理室増築工事

大井町恵那市学校給食センター

アレルギー食調理室、和え物室の増設

工事種別:

資格要件:

建築一式

①総合評定値が650点以上であること。②平均工事高が80,000,000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、40,891,400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:

    81,782,800 円

    74,348,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥73,600,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　辞退

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  ￥72,800,000

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３   ￥73,000,000

1183
小林住建（株）

岐阜県恵那市東野１４５０ー４   ￥73,230,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥74,330,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 　　　辞退

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

令和 3年5月28日
令和 3年5月28日
令和 3年11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5月20日　　　　　　10:05

契商観 第 28 号

恵那峡園路法面復旧工事

大井町

復旧延長Ｌ＝13.2ｍ、テラセル擁壁工Ｌ＝13.2ｍ　Ａ＝95.0㎡、転落防止柵再
設置工Ｌ＝14.0ｍ��地中電気ケーブル再設置工Ｎ＝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7,642,800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、1,910,700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:

     3,821,400 円

     3,474,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥3,430,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５ 落札   ￥3,300,000

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

令和 3年5月28日
令和 3年5月28日
令和 3年8月30日


