
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10月14日　　　　　　09:00

契建設 第 120 号
岩村町141号線舗装修繕工事
岩村町

施行延長L=140.0m、舗装打替えA=387.6m2、アスカーブL=264.0m
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5,713,400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、714,175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:

     2,856,700 円
     2,597,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥2,550,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥2,540,000

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

令和 3年10月22日
令和 3年10月22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10月14日　　　　　　09:05

契建設 第 144 号
干橋清水線舗装修繕工事
東野

施工延長L=192.0m　舗装工（打ち替え）A=805m2　舗装版取り壊し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9,079,400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、1,134,925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:

     4,539,700 円
     4,127,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥3,920,000

1651
（株）雅喜組

岐阜県恵那市大井町２６９５ー２３５    ￥4,050,000

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

令和 3年10月22日
令和 3年10月22日
令和 4年1月21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10月14日　　　　　　09:10

契建設 第 145 号
武並町31号線側溝布設工事
武並町藤

施工延長L=20.7ｍ、土工N=1式、排水構造物工　横断暗渠250L=12.0ｍ　PU可変
側溝250×500　L=8.0ｍ　角型集水桝400×400×1200N=1基、構造物撤去工N=1
式、舗装工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4,070,000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、1,017,500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:

     2,035,000 円
     1,850,000 円

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 落札   ￥1,800,000

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

令和 3年10月22日
令和 3年10月22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10月14日　　　　　　09:15

契建設 第 146 号
長島町6号線道路改良工事その1
長島町久須見

土工N=1式、擁壁工　ブロック積工L=17.2m　重力式擁壁工L=12.3m  排水構造
物工　側溝工L=12m　横断側溝工L=8m、舗装工　張りコンA=98m2、防護柵工L=3
8m  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500点以上であること。②平均工事高が19,595,400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、4,898,850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:

     9,797,700 円
     8,907,000 円

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５ 落札   ￥8,600,000

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

令和 3年10月22日
令和 3年10月22日
令和 4年3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 3年10月14日　　　　　　09:20

契建設 第 147 号
恵南地区区画線設置工事
恵那市南部

上平赤坂線　施工延長　L=2300m  札の辻八本木線　施工延長　L=2170m  岩村
田沢線　施工延長　L=4570m  木伐戸天地線　施工延長　L=1430m  大平中沢線
　施工延長　L=2350m

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9,996,800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、2,499,200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:

     4,998,400 円
     4,544,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥4,460,000

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１    ￥4,510,000

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１    ￥4,460,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥4,480,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥4,450,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３    ￥4,500,000

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

令和 3年10月22日
令和 3年10月22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10月14日　　　　　　09:25

契水工 第 23 号
武並配水区(竹折陽光工区)配水管更新工事
武並町竹折

配水管更新　HPPEΦ75 L=247.3m　HPPEΦ100 L=7.9m　土工　N=1式　舗装工　
N=1式　仮設工　N=1式

工事種別:

資格要件:

水道施設

①総合評定値が600点以上であること。②平均工事高が7,754,450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、3,877,225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:

    15,508,900 円
    14,099,000 円

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 落札  ￥13,300,000

700
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見１０９２ー７ 　　　辞退

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22日
令和 3年10月22日
令和 4年1月24日


