
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8月5日　　　　　　09:00

 第 14 号

恵那北地区量水器交換（その1）工事

長島町

施工箇所　N=817箇所　直読式　N=814箇所　遠隔式　N=3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2,868,250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、1,434,125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:

     5,736,500 円

     5,215,000 円

69
（株）奥山水道設備工業

岐阜県恵那市大井町２１９４‐３４ 落札   ￥4,950,000

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１‐７８ 　　　辞退

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

令和 3年8月20日
令和 3年8月20日
令和 4年1月28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8月5日　　　　　　09:05

 第 15 号

恵那北地区量水器交換（その2）工事

大井町

施工箇所　N=903箇所　直読式　N=899箇所　遠隔式N=4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3,281,300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、1,640,650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:

     6,562,600 円

     5,966,000 円

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１‐７８ 　　　辞退

1997
（株）くらしの東栄

岐阜県恵那市大井町２０８７‐８ 落札   ￥5,550,000

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

令和 3年8月20日
令和 3年8月20日
令和 4年1月28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8月5日　　　　　　09:10

 第 16 号

恵那北地区量水器交換（その3）工事

東野、武並町、三郷町、笠置町、飯地町、中野方町

施工箇所　N=388箇所　直読式　N=384箇所　遠隔式　N=4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1,522,950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、761,4
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:

     3,045,900 円

             0 円

25
（有）可知水道

岐阜県恵那市長島町中野３９６ 落札   ￥2,626,000

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１‐７８ 　　　辞退

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

令和 3年8月20日
令和 3年8月20日
令和 4年1月28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8月5日　　　　　　09:15

 第 17 号

恵那南地区量水器交換（その1）工事

明智町

施工箇所　N=399箇所　直読式N=393箇所　遠隔式N=6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1,317,250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、658,6
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:

     2,634,500 円

     2,395,000 円

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１‐１    ￥2,300,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９‐３ 　　　辞退

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９    ￥2,333,000

2154
（有）オータエンジニアリング

岐阜県恵那市明智町杉野１１９０‐６６ 落札   ￥2,275,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町3781-3 　　　辞退

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

令和 3年8月20日
令和 3年8月20日
令和 4年1月28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8月5日　　　　　　09:20

 第 18 号

恵那南地区量水器交換（その2）工事

岩村町、山岡町、上矢作町、串原

施工箇所　N=370箇所　直読式N=367箇所　遠隔式N=3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1,287,000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、643,5
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:

     2,574,000 円

     2,340,000 円

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６‐１ 　　　辞退

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１‐１    ￥2,250,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９‐３ 　　　辞退

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９ 落札   ￥2,200,000

2154
（有）オータエンジニアリング

岐阜県恵那市明智町杉野１１９０‐６６    ￥2,230,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町3781-3    ￥2,320,000

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

令和 3年8月20日
令和 3年8月20日
令和 4年1月28日


