
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6月9日　　　　　　09:00

契農政 第 20 号
アグリパーク駐車場修繕工事
恵那市　三郷町野井

駐車場修繕工　舗装工：表層工A=468㎡　不陸整正A=468㎡　ネットフェンス工
L=48m　基礎ブロックN=24箇所　構造物取壊工：舗装版破砕A=468㎡　既設ネッ
トフェンス取壊工L=48m

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7,114,800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、889,3
50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:

     3,557,400 円
     3,234,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥3,170,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５    ￥3,180,000

1651
（株）雅喜組

岐阜県恵那市大井町２６９５ー２３５ 落札   ￥3,070,000

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

令和 4年6月17日
令和 4年6月17日
令和 4年9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 4年6月9日　　　　　　09:05

契農林 第 11 号
集落環境保全整備事業　地蔵平流路整備工事
恵那市　東野

施工延長L=24.0ｍ　流路工：ブロック積（ポーラス）A=12㎡　BOXカルバートL
=6.2ｍ　路側工：ブロック積（統一型）A=58㎡　表層工A=33.2㎡　路肩盛土L=
17.5　仮設工：仮設排水管φ400L=24ｍ

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が600点以上であること。②平均工事高が24,239,600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、6,059,900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:

    12,119,800 円
    11,018,000 円

2155
（有）躍進

岐阜県恵那市長島町久須見１３０６ー３０ 落札  ￥10,700,000

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

令和 4年6月17日
令和 4年6月17日
令和 4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 4年6月9日　　　　　　09:10

契農林 第 10 号
公共林道　暗井沢線改良工事
恵那市　上矢作町

施工延長L=106.3ｍ　掘削工V=137ｍ3　人力併用掘削V=533ｍ3　残土処理V=636
ｍ3　法面整形工A =597.1㎡　植生基材吹付工A=1641.4㎡　立木伐採N=1式

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が600点以上であること。②平均工事高が39,063,200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、9,765,800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:

    19,531,600 円
    17,756,000 円

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１ 落札  ￥16,950,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１   ￥17,600,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３   ￥17,579,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３   ￥17,750,000

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

令和 4年6月17日
令和 4年6月17日
令和 4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 4年6月9日　　　　　　09:15

契教幼 第 20 号
東野こども園トイレ洋式化改修工事
東野

直接仮設工事　1式、内装工事　1式、建具工事　1式、衛生器具設備工事　1式
　他

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16,110,600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、4,027,650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:

     8,055,300 円
     7,323,000 円

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３    ￥7,250,000

1183
小林住建（株）

岐阜県恵那市東野１４５０ー４ 落札   ￥7,170,000

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

令和 4年6月17日
令和 4年6月17日
令和 5年2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 4年6月9日　　　　　　09:20

契教幼 第 19 号
大井こども園トイレ洋式化改修工事
大井町

直接仮設工事　1式、内装工事　1式、建具工事　1式、衛生器具設備工事　1式
　他

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50,375,600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、12,593,900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:

    25,187,800 円
    22,898,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札  ￥22,600,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥22,690,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１   ￥22,700,000

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

令和 4年6月17日
令和 4年6月17日
令和 5年2月28日


