
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 4年2月3日　　　　　　09:00

契農政 第 69 号
三郷町（110-5外5か所）農地災害復旧工事
三郷町野井

110-5　積ブロックA=15m2、110-6　フトン篭L=6m、110-11　積ブロックA=12m2
、110-12　積ブロックA=18m2、110-13　フトン篭L=12m、110-14　積ブロックA
=15m2

工事種別: 土木一式

予定価格:
入札書比較価格:

     9,982,500 円
     9,075,000 円

12
（有）樋田建設

岐阜県恵那市長島町久須見１３０７番地の７ 　　　辞退

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５ 　　　辞退

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    ￥9,000,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 落札   ￥8,980,000

2155
（有）躍進

岐阜県恵那市長島町久須見１３０６ー３０ 　　　辞退

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

令和 4年2月10日
令和 4年2月10日
令和 4年7月20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 4年2月3日　　　　　　09:05

契農政 第 70 号
三郷町（110-7外3か所）農地災害復旧工事
三郷町佐々良木

110-7　L=10m　フトン篭2段L=10m、110-8　L=6m　積ブロックA=16m2、110-9　
L=5m　フトン篭4段L=5m、110-10　1工区L=8m　フトン篭2段L=8m、2工区L=6m　
積ブロックA=8m2

工事種別: 土木一式

予定価格:
入札書比較価格:

     5,688,100 円
     5,171,000 円

12
（有）樋田建設

岐阜県恵那市長島町久須見１３０７番地の７ 　　　辞退

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５ 　　　辞退

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    ￥5,150,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 落札   ￥5,110,000

2155
（有）躍進

岐阜県恵那市長島町久須見１３０６ー３０ 　　　辞退

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

令和 4年2月10日
令和 4年2月10日
令和 4年6月20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 4年2月3日　　　　　　09:10

契農政 第 72 号
山岡町（110-17外8）農地災害復旧工事
山岡町

110-17フトン篭L=7m、-18フトン篭L=11m、-19積ブロックA=17m2、-20盛土V=20
m3、-22排土工V=188m3、-23フトン篭L=9m、-24盛土V=16m3、-25フトン篭L=18m
、-26積ブロックA=4m3

工事種別: 土木一式

予定価格:
入札書比較価格:

    12,702,800 円
    11,548,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１   ￥11,500,000

239
（株）川村工務店

岐阜県恵那市明智町１２２９ー１ 　　　辞退

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１   ￥11,410,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１   ￥11,500,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札  ￥11,200,000

1441
（有）共和土木

岐阜県恵那市上矢作町１２８２ 　　　辞退

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３ 　　　辞退

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１   ￥11,443,000

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

令和 4年2月10日
令和 4年2月10日
令和 4年7月20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 4年2月3日　　　　　　09:15

契農政 第 73 号
明智町（110-27外５）農地災害復旧工事
明智町

110-27　フトン篭L=7m、110-28　ふとん篭L=13m、110-29　盛土工L=13m、110-
30　練ブロックA=8m2、110-31　1工区フトン篭L=14m　2工区フトン篭L=12m、1
10-32　フトン篭L=5m

工事種別: 土木一式

予定価格:
入札書比較価格:

     9,469,900 円
     8,609,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１    ￥8,510,000

239
（株）川村工務店

岐阜県恵那市明智町１２２９ー１    ￥8,520,000

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１ 　　　辞退

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１ 　　　辞退

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥8,500,000

1441
（有）共和土木

岐阜県恵那市上矢作町１２８２ 　　　辞退

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３    ￥8,600,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１ 落札   ￥8,350,000

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

令和 4年2月10日
令和 4年2月10日
令和 4年7月20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 4年2月3日　　　　　　09:20

契建設 第 222 号
乳曽洞第1橋補修設計業務
恵那市明智町横通

鋼橋塗装設計1式、橋面防水設計1式、伸縮装置取替設計1式、沓座モルタル補
修設計1式、防護柵工設計1式、支承設計1式、概算工事費算定1式、塗膜調査業
務1式

5
（株）地域コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家１０６７ー２５０    ￥4,500,000

14
（株）ユニオン　恵那営業所

岐阜県恵那市長島町正家字後田１０６７ー１８６ 落札   ￥4,200,000

246
（株）三進　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町中野４５８ー１５    ￥4,520,000

269
（株）興栄コンサルタント　東濃営業所

岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根２０８７ー５１６    ￥4,520,000

435
（株）創信　恵那営業所

岐阜県恵那市岩村町２４３６ー１    ￥4,500,000

944
（株）三栄コンサルタント　東濃営業所

岐阜県恵那市大井町２６３１番地７９    ￥4,520,000

1672
（株）イビソク　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町永田字中島３４８ー２２    ￥4,500,000

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

令和 4年2月9日
令和 4年2月9日
令和 4年3月31日


