
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 2年7月9日　　　　　　09:00

契建設 第 80 号

県単中切地区急傾斜地崩壊対策工事

武並町竹折

施工延長 L=33.0m　土工1式　法面整形工300m2　��法枠工　現場吹付工43m2　
簡易法枠吹き付け工242m2　��鉄筋挿入工　鉄筋挿入38本　��仮設工　仮設盛
土撤去1,100m3　大型土のう30袋　敷鉄板10枚

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36,986,400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、9,246,600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:

    18,493,200 円

    16,812,000 円

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５   ￥16,450,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥16,580,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 落札  ￥16,380,000

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

令和 2年7月17日
令和 2年7月17日
令和 3年3月22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 2年7月9日　　　　　　09:05

契水工 第 8 号

R418（佐々良木工区）配水管支障移設工事

恵那市　三郷町　佐々良木

施工延長L=51.4ｍ　ダクタイル鋳鉄管布設GX形φ100 L=51.4ｍ、給水管布設替
N=1戸

工事種別:

資格要件:

水道施設

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が2,494,800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、1,247,400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:

     4,989,600 円

     4,536,000 円

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 　　　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   ￥4,300,000

1997
（株）くらしの東栄

岐阜県恵那市大井町２０８７ー８    ￥4,310,000

2161
（有）加藤重機

岐阜県恵那市長島町中野１０５７ー２ 　　　辞退

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

令和 2年7月17日
令和 2年7月17日
令和 2年11月27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 2年7月9日　　　　　　09:10

契水工 第 11 号

恵那北地区量水器交換（その１）工事

大井町

施工個所　N=833箇所　直読式　N=824箇所　遠隔式　N=9箇所

工事種別:

資格要件:

水道施設

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が2,858,900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、1,429,450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:

     5,717,800 円

     5,198,000 円

69
（株）奥山水道設備工業

岐阜県恵那市大井町２１９４ー３４ 落札   ￥4,930,000

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 　　　辞退

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

令和 2年7月17日
令和 2年7月17日
令和 3年1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 2年7月9日　　　　　　09:15

契水工 第 12 号

恵那北地区量水器交換（その２）工事

長島町

施工個所　N=1004箇所　直読式　N=991箇所　遠隔式　N=13箇所

工事種別:

資格要件:

水道施設

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が3,272,500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、1,636,250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:

     6,545,000 円

     5,950,000 円

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 落札   ￥5,650,000

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

令和 2年7月17日
令和 2年7月17日
令和 3年1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 2年7月9日　　　　　　09:20

契水工 第 13 号

恵那北地区量水器交換（その３）工事

恵那市北部

施工個所　N=663箇所　直読式　N=658箇所　遠隔式　N=5箇所

工事種別:

資格要件:

水道施設

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が2,366,650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、1,183,325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:

     4,733,300 円

     4,303,000 円

69
（株）奥山水道設備工業

岐阜県恵那市大井町２１９４ー３４ 落札   ￥4,080,000

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 　　　辞退

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

令和 2年7月17日
令和 2年7月17日
令和 3年1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 2年7月9日　　　　　　09:25

契水工 第 14 号

恵那南地区量水器交換（その１）工事

山岡町

施工個所　N=424箇所　直読式　N=424箇所

工事種別:

資格要件:

水道施設

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が1,266,650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、633,3
25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:

     2,533,300 円

     2,303,000 円

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１    ￥2,200,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥2,300,000

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９ 落札   ￥2,173,000

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

令和 2年7月17日
令和 2年7月17日
令和 3年1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 2年7月9日　　　　　　09:30

契水工 第 15 号

恵那南地区量水器交換（その２）工事

明智町

施工個所　N=616箇所　直読式　N=598箇所　遠隔式　N=18箇所

工事種別:

資格要件:

水道施設

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が1,916,750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、958,3
75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:

     3,833,500 円

     3,485,000 円

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１ 落札   ￥3,300,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥3,450,000

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９    ￥3,420,000

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

令和 2年7月17日
令和 2年7月17日
令和 3年1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 2年7月9日　　　　　　09:35

契水工 第 16 号

恵那南地区量水器交換（その３）工事

恵那市南部

施工個所　N=538箇所　直読式　N=531箇所　遠隔式　N=7箇所

工事種別:

資格要件:

水道施設

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が1,668,700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、834,3
50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:

     3,337,400 円

     3,034,000 円

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１    ￥2,977,000

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１    ￥2,950,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥3,000,000

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９ 　　　辞退

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３ 落札   ￥2,900,000

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

令和 2年7月17日
令和 2年7月17日
令和 3年1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 2年7月9日　　　　　　09:40

契公下 第 12 号

大井小学校マンホールトイレ設置工事

大井町

災害用マンホールトイレN=20基、FRP製貯留弁付マンホールN=2基、1号マンホ
ールN=3基、小口径マンホールN=3基、土工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43,914,200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、10,978,550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:

    21,957,100 円

    19,961,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５   ￥19,300,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札  ￥18,950,000

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

令和 2年7月17日
令和 2年7月17日
令和 2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 2年7月9日　　　　　　09:45

契農政 第 18 号

柏久後農道修繕工事

恵那市長島町久須見

施工延長L=20.0m、土工1式、石積工A=19.5m2、排水路工L=4.0m、用水路工L=4.
0m、集水桝工1基、表層工A=90.8m2、路盤工A=90.8m2、アスカーブL=14.0m

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3,572,800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、893,200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:

     1,786,400 円

     1,624,000 円

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５ 落札   ￥1,600,000

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

令和 2年7月17日
令和 2年7月17日
令和 2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 2年7月9日　　　　　　09:50

契商観 第 45 号

大正村役場外壁塗装改修工事

明智町

仮設工事　仮設足場、昇降設備、養生メッシュシート、運送費��塗装工事　ケ
レン水洗い、外壁ＳＯＰ塗り、破風ＳＯＰ塗り、軒天ＳＯＰ塗り、雑費

工事種別:

資格要件:

建築一式

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が3,674,000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、918,5
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:

     1,837,000 円

     1,670,000 円

197
（株）加藤材木店

岐阜県恵那市明智町５４ー３    ￥1,635,000

635
（株）丸ス松井材木店

岐阜県恵那市明智町１１５１ー７ 落札   ￥1,620,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥1,660,000

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

令和 2年7月17日
令和 2年7月17日
令和 2年9月18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 2年7月9日　　　　　　09:55

契消総 第 19 号

上矢作分団第１部消防器具庫建設工事

上矢作町本郷

上矢作分団第1部（島、横道大門、横道平井）消防器具庫集約化による消防器
具庫新築工事

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69,997,400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、17,499,350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:

    34,998,700 円

    31,817,000 円

77
（株）小栗材木店

岐阜県恵那市岩村町９２７   ￥30,220,000

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 落札  ￥28,500,000

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

令和 2年7月17日
令和 2年7月17日
令和 2年11月30日


