
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6月3日　　　　　　09:00

契建設 第 42 号

長島町25号線側溝布設工事

長島町久須見

PU3-250　L=52ｍ

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3,418,800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、854,700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:

     1,709,400 円

     1,554,000 円

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５ 落札   ￥1,500,000

4743
（株）ヤマグチ

岐阜県恵那市長島町久須見１０８２ー５１    ￥1,538,000

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

令和 3年6月11日
令和 3年6月11日
令和 3年9月13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6月3日　　　　　　09:05

契建設 第 43 号

大井町193号線道路改良工事

大井町

施行延長L=57ｍ、道路土工N=1式、法面工A=42㎡、舗装工A=228㎡、ブロック積
工A=24.8㎡、排水構造物工　側溝工L=103ｍ　集水桝N=2基、区画線工L=110ｍ
、道路付属施設工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600点以上であること。②平均工事高が25,876,400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、6,469,100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:

    12,938,200 円

    11,762,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５   ￥11,540,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥11,550,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５ 落札  ￥11,150,000

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

令和 3年6月11日
令和 3年6月11日
令和 3年11月26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6月3日　　　　　　09:10

契建設 第 45 号

浜井場山ノ寺線舗装修繕工事

東野

アスファルト舗装工　A=575.0ｍ2、区画線工　L=300.0ｍ

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5,266,800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、658,350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:

     2,633,400 円

     2,394,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥2,300,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥2,380,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５    ￥2,370,000

1651
（株）雅喜組

岐阜県恵那市大井町２６９５ー２３５    ￥2,370,000

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

令和 3年6月11日
令和 3年6月11日
令和 3年9月10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6月3日　　　　　　09:15

契建設 第 46 号

弁天大坪線舗装修繕工事

山岡町

掘削工V=110m3　残土処理V=110m3　舗装工A=520m2　構造物撤去工N=1式

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10,000,000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、1,353,825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:

     5,415,300 円

     4,923,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥4,900,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥4,800,000

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

令和 3年6月11日
令和 3年6月11日
令和 3年9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6月3日　　　　　　09:20

契水工 第 6 号

重給　明智石原田配水区(常盤)配水管更新工事

明智町　常盤町

配水管布設工DCIP GX形　Φ150　L=107.9m Φ100　L=274.4m　土工　N=1式　
舗装工　N=1式　安全対策工　N=1式　給水管布設工　N=1式　消火栓設置工　N
=1式

工事種別:

資格要件:

水道施設

①総合評定値が700点以上であること。②平均工事高が17,645,100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、8,822,550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:

    35,290,200 円

    32,082,000 円

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１ 落札  ￥30,000,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３   ￥31,100,000

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

令和 3年6月11日
令和 3年6月11日
令和 3年10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6月3日　　　　　　09:25

契教総 第 47 号

山岡学校給食センター改修工事（電気）

山岡町山岡学校給食センター

調理機器の移設に伴う電源の設置及びLED照明器具への取替え

工事種別:

資格要件:

電気

①総合評定値が600点以上であること。②平均工事高が7,170,350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、3,585,175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:

    14,340,700 円

    13,037,000 円

10
近藤電気工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家３４３ー１   ￥12,500,000

162
山岡電気工事（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向５５５ 落札  ￥12,380,000

1521
（株）堀井電気商会

岐阜県恵那市串原５１５０   ￥12,673,000

1767
イシデンエンジニアリング（株）

岐阜県恵那市大井町２０８７番地の２２１   ￥12,500,000

2160
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家１２９ー１８   ￥12,663,000

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

令和 3年6月11日
令和 3年6月11日
令和 3年10月29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6月3日　　　　　　09:30

契教総 第 48 号

山岡学校給食センター改修工事（機械）

山岡町山岡学校給食センター

調理機器の移設に伴う給排水管の設置・更新及び空調機器の更新

工事種別:

資格要件:

管

①総合評定値が600点以上であること。②平均工事高が14,402,850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、7,201,425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:

    28,805,700 円

    26,187,000 円

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１   ￥25,300,000

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９ 落札  ￥24,600,000

2154
（有）オータエンジニアリング

岐阜県恵那市明智町片平１０６３ー１２７   ￥25,140,000

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

令和 3年6月11日
令和 3年6月11日
令和 3年10月29日


