
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21日　　　　　　09:00

契上病 第 36 号
上矢作病院機械室等アスベスト除去工事
国保上矢作病院

上矢作病院の機械室（地下・屋上）2室169.7㎡の石綿の除去
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9,134,400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、2,283,600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:

     4,567,200 円
     4,152,000 円

77
（株）小栗材木店

岐阜県恵那市岩村町９２７    ￥4,120,000

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１ 落札   ￥4,050,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥4,150,000

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

令和 3年10月29日
令和 3年10月29日
令和 3年12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21日　　　　　　09:05

契農政 第 32 号
観音寺13外1か所ため池廃止工事
大井町

観音寺13　法面工A=140㎡　排水工L=133m　舗装工A=35㎡　観音寺４　法面工A
=60㎡　排水工L=42m

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10,102,400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、2,525,600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:

     5,051,200 円
     4,592,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５ 落札   ￥4,500,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥4,560,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５    ￥4,530,000

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

令和 3年10月29日
令和 3年10月29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10月21日　　　　　　09:10

契建設 第 155 号
清水白坂線舗装修繕工事
東野

舗装工（表層打ち換え工）A=525m2、構造物撤去工 N=1式、区画線工 L=45m
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5,159,000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、644,875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:

     2,579,500 円
     2,345,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥2,270,000

1651
（株）雅喜組

岐阜県恵那市大井町２６９５ー２３５    ￥2,300,000

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

令和 3年10月29日
令和 3年10月29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21日　　　　　　09:15

契建設 第 157 号
上矢作町26号線道路改良工事
上矢作町

3工区　土工N=1式　法面工A=80m2　舗装工A=56m2　排水施設工L=12m　付属施
設工(ガードレール工)L=26m  4工区　土工N=1式　法面工A=110m2　舗装工A=10
6m2　付属施設工(ガードレール工)L=39m

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15,562,800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、3,890,700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:

     7,781,400 円
     7,074,000 円

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１    ￥7,050,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥7,040,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　辞退

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３ 落札   ￥6,850,000

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

令和 3年10月29日
令和 3年10月29日
令和 4年3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10月21日　　　　　　09:20

契建リ 第 4 号
笠置町4号線路側修繕工事
笠置町

復旧延長　L=15ｍ  土工一式　ブロック積A=44ｍ2　小口止め工N=2箇所　舗装
工A=66ｍ2　Gr-C-2B　L=11ｍ  ガードレール基礎　L=11m　仮設工　仮設道路
（敷鉄板）L=33m　蓋設置工L=115m

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13,340,800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、3,335,200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:

     6,670,400 円
     6,064,000 円

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 落札   ￥5,850,000

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

令和 3年10月29日
令和 3年10月29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21日　　　　　　09:25

契水工 第 25 号
美濃2減圧弁更新工事
武並町竹折

美濃2減圧弁更新　N=1基
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1,221,000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、610,5
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:

     2,442,000 円
     2,220,000 円

1997
（株）くらしの東栄

岐阜県恵那市大井町２０８７ー８ 落札   ￥2,200,000

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

令和 3年10月29日
令和 3年10月29日
令和 4年3月11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21日　　　　　　09:30

契水工 第 26 号
明智石原田浄水場地内排泥管布設替工事
明智町

施工延長　排泥管 VUΦ100 L=56m　越流管 VUΦ150 L=45m
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2,823,700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、1,411,850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:

     5,647,400 円
     5,134,000 円

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１ 落札   ￥4,870,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　辞退

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

令和 3年10月29日
令和 3年10月29日
令和 4年1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10月21日　　　　　　09:35

契教総 第 107 号
恵那東中学校テニスコート駐車場整備工事
大井町

乗入整備工事　１式　　駐車場整備工事　１式
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7,946,400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、1,986,600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:

     3,973,200 円
     3,612,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥3,500,000

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

令和 3年10月29日
令和 3年10月29日
令和 4年2月18日


