
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 8月25日　　　　　　09:05

契建設 第 70 号
恵那市道路等緊急修繕（南部その１）工事
恵那市南部

市内の市道等、緊急的修繕箇所の施工（緊急土砂撤去等一式、緊急舗装修繕等
一式、その他緊急修繕一式）

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9,994,600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、2,498,650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:

     4,997,300 円
     4,543,000 円

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥4,450,000

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１    ￥4,500,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥4,520,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３    ￥4,540,000

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

令和 4年 9月 2日
令和 4年 9月 2日
令和 5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 4年 8月25日　　　　　　09:10

契建設 第 69 号
恵那市道路等緊急修繕（北部その2）工事
恵那市北部

市内の市道等、緊急的修繕箇所の施工（緊急土砂撤去等一式、緊急舗装修繕等
一式、その他緊急修繕一式）

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9,994,600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、2,498,650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:

     4,997,300 円
     4,543,000 円

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札   ￥4,480,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥4,500,000

203
（株）マルト建設

岐阜県恵那市飯地町２７４ 　　　辞退

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

令和 4年 9月 2日
令和 4年 9月 2日
令和 5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 4年 8月25日　　　　　　09:15

契建設 第 65 号
防安　市道市場東山線道路改良（1期）工事
恵那市明智町

施工延長L=197m　土工N=1式　擁壁工L=104m　水路工L=173m　舗装工A=478m2　
防護柵工L=80m  取壊工N=1式　安全対策工N=1式

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、16,375,150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:

    32,750,300 円
    29,773,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１ 落札  ￥29,180,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３   ￥29,420,000

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

令和 4年 9月 2日
令和 4年 9月 2日
令和 5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 4年 8月25日　　　　　　09:20

契教生 第 57 号
中山道広重美術館外部改修工事
大井町

仮設工事、防水改修工事、シーリング改修工事、外壁改修工事、塗装改修工事
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54,142,000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、13,535,500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:

    27,071,000 円
    24,610,000 円

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札  ￥24,000,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥24,300,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１   ￥24,500,000

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

令和 4年 9月 2日
令和 4年 9月 2日
令和 5年 3月15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 8月25日　　　　　　09:25

契建都 第 34 号
市営住宅解体工事（矢伏住宅）
明智町

市営住宅の解体
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257,813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、257,813
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:

     2,062,500 円
     1,875,000 円

635
（株）丸ス松井材木店

岐阜県恵那市明智町１１５１ー７ 落札   ￥1,810,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥1,860,000

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

令和 4年 9月 2日
令和 4年 9月 2日
令和 4年12月28日


