
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9月30日　　　　　　09:00

契建設 第 139 号

道交　飯地中野方線勢井後橋下部工工事

恵那市中野方町

施工延長　L=40.6m　W=4.00（5.00）m　橋梁下部工　A1橋台　N=1式　A2橋台
　N=1式　擁壁工　L=10.0m　排水構造物工　N=1式　法覆護岸工　A=195㎡　樋
管工　N=1式　構造物撤去工　N=1式��仮設工　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、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:

    99,024,200 円

    90,022,000 円

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１ 落札  ￥86,300,000

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

令和 3年10月8日
令和 3年10月8日
令和 4年3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9月30日　　　　　　09:05

契建都 第 27 号

鏡山住宅Ａ棟給湯器取替工事

大井町

鏡山住宅Ａ棟給湯器取替工事一式

工事種別:

資格要件:

管

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が2,447,500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、1,223,750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:

     4,895,000 円

     4,450,000 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   ￥4,227,000

700
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見１０９２ー７ 　　　辞退

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

令和 3年10月8日
令和 3年10月8日
令和 4年2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9月30日　　　　　　09:10

契建都 第 28 号

市営住宅解体工事（東原団地15号、16号）

山岡町

市営住宅解体工事（東原団地15号、16号）一式

工事種別:

資格要件:

解体

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が270,463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、270,463
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:

     2,163,700 円

     1,967,000 円

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥1,930,000

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

令和 3年10月8日
令和 3年10月8日
令和 3年12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9月30日　　　　　　09:15

契水工 第 22 号

久須見地区配水管新設工事

長島町久須見

施工延長L=243.3ｍ　PPφ40　L＝243.3ｍ　床掘工V=140ｍ3　埋戻工V=100ｍ3
仮舗装工A=134ｍ2　本舗装工A=280ｍ2　交通管理工N=42人

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3,828,550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、1,914,275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:

     7,657,100 円

     6,961,000 円

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 　　　辞退

700
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見１０９２ー７ 落札   ￥6,600,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 　　　辞退

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 3年10月8日
令和 3年10月8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9月30日　　　　　　09:20

契医高 第 43 号

養護老人ホーム恵光園浴室改修工事

養護老人ホーム恵光園

浴室改修、給排水衛生設備工事、電気設備工事、解体工事

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26,254,800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、6,563,700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:

    13,127,400 円

    11,934,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥11,900,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札  ￥11,600,000

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

令和 3年10月8日
令和 3年10月8日
令和 4年1月14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9月30日　　　　　　09:25

契教生 第 64 号

天然記念物「市木ヒトツバタゴ」防護柵修繕工事

笠置町

天然記念物「市木ヒトツバタゴ」の腐朽した防護柵を地上部分のみ解体し、新
規に防護柵（基礎なし木杭、ロープ）を設置する。

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2,816,000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、704,000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:

     1,408,000 円

     1,280,000 円

12
（有）樋田建設

岐阜県恵那市長島町久須見１３０７番地の７ 落札   ￥1,250,000

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

令和 3年10月8日
令和 3年10月8日
令和 4年3月1日


