
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11月4日　　　　　　09:00

契建設 第 159 号
道交　大洞亜炭道路線道路改良工事
恵那市長島町　永田

施工延長L=110.9ｍ　道路土工N=1式 擁壁工N=2箇所　排水構造物工　可変側溝
300L＝69ｍ  BOXC-B1000*H700＝18ｍ　BOXC-B1300*H800L=65ｍ　防護柵工N=1
式　舗装工A=792㎡

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、27,047,900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:

    54,095,800 円
    49,178,000 円

47
（株）中神工務店

岐阜県恵那市長島町正家３丁目１２ー１ 　　　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  ￥48,000,000

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

令和 3年11月12日
令和 3年11月12日
令和 4年3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 3年11月4日　　　　　　09:05

契建都 第 40 号
市営住宅等解体工事（新中田団地、旧新原団地）
山岡町

市営住宅等解体工事（新中田8・11号、旧新原33・34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572,825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、572,825
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:

     4,582,600 円
     4,166,000 円

635
（株）丸ス松井材木店

岐阜県恵那市明智町１１５１ー７    ￥4,100,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥4,080,000

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

令和 3年11月12日
令和 3年11月12日
令和 4年2月7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11月4日　　　　　　09:10

契公下 第 20 号
マンホールポンプ・水位計更新工事
恵那市

【マンホールポンプ更新】丸池第1、2・入道坂第2・新田第3・前田第1・岡瀬沢第3、5・奥戸第1・
元越第1、2・観音寺第1・奥戸第2、5・向田4・霜屋橋第2・千田川2・北中切第2 【水位計更新】丸
池市営住宅第1・雀子ヶ根第1・中島第2・八斗蒔

工事種別:

資格要件:

機械器具設置

①総合評定値が700点以上であること。②平均工事高が13,900,700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、6,950,350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:

    27,801,400 円
    25,274,000 円

2103
正栄電機（株）

岐阜県恵那市長島町永田３０７ー１３６ 落札  ￥24,000,000

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

令和 3年11月12日
令和 3年11月12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11月4日　　　　　　09:15

契商観 第 70 号
道の駅おばあちゃん市山岡改修工事（機械設備）
山岡町

室内機更新、室外機更新、既設空調機撤去等
工事種別:

資格要件:

管

①総合評定値が600点以上であること。②平均工事高が6,890,950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、3,445,475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:

    13,781,900 円
    12,529,000 円

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１ 　　　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  ￥11,770,000

1982
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町４７４ー２   ￥12,166,000

2154
（有）オータエンジニアリング

岐阜県恵那市明智町片平１０６３ー１２７   ￥12,000,000

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

令和 3年11月12日
令和 3年11月12日
令和 4年3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 3年11月4日　　　　　　09:20

契商観 第 71 号
保古の湖エリア解体工事
中津川市

仮設工事、建物解体処分、グラウンド周辺、テニスコート、片付け工
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457,353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、457,353
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:

     3,658,820 円
     3,326,200 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥3,300,000

1183
小林住建（株）

岐阜県恵那市東野１４５０ー４ 落札   ￥3,190,000

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

令和 3年11月12日
令和 3年11月12日
令和 4年1月14日


