
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 9月 8日　　　　　　09:00

契ま地 第 47 号
飯地コミセン・診療所大規模改修工事
恵那市飯地町

建築工事、電気設備工事、機械設備工事；  　屋上等防水改修、外壁改修、建
具改修、内装改修、塗装改修、電灯設備、コンセント設備、弱電設　備、給排
水設備、給湯設備、ガス設備、衛生器具設備、空気調和設備、換気設備

工事種別:

資格要件:

建築一式

①総合評定値が650点以上であること。②平均工事高が80,000,000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、32,666,150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:

    65,332,300 円
    59,393,000 円

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 落札  ￥57,500,000

1078
金子建築工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家１ー５ー５   ￥58,918,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥59,000,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥59,110,000

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

令和 4年 9月16日
令和 4年 9月16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 9月 8日　　　　　　09:05

契建設 第 75 号
岩村町52号線(蔵前橋)災害改良復旧工事
岩村町飯羽間

復旧延長L=160ｍ  橋梁上部工N=1橋、橋梁下部工N=2基、護岸工A=212m2、小口
止工N=4箇所、雑工N=4箇所、排水工L=66ｍ、構造物撤去工一式、仮締切排水工
N=2箇所、作業ヤード工(盛土)V=137m3、(敷鉄板)N=140枚

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、30,000,000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:

    71,219,500 円
    64,745,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札  ￥62,800,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３   ￥64,400,000

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１ 　　　辞退

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

令和 4年 9月16日
令和 4年 9月16日
令和 5年 3月24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 9月 8日　　　　　　09:10

契農林 第 42 号
県単林道　寺洞線改良工事
恵那市　笠置町　姫栗

第1工区L=32.4ｍ　土工 N=1式、法面工 A=10.5㎡、舗装工 A=174.2㎡、排水工
L=58.9ｍ、第2工区L=49.2ｍ　土工 N=1式、法面工 A=455.8㎡、路盤工 A=286.
8㎡、排水工 L=47.5ｍ

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10,978,000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、2,744,500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:

     5,489,000 円
     4,990,000 円

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 落札   ￥4,750,000

1310
かね大建設（株）

岐阜県恵那市飯地町１６７１ー３    ￥4,920,000

203
（株）マルト建設

岐阜県恵那市飯地町２７４    ￥4,969,000

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

令和 4年 9月16日
令和 4年 9月16日
令和 5年 3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 4年 9月 8日　　　　　　09:15

契建リ 第 9 号
長島町42号線道路改良工事
長島町久須見

1工区　施行延長　L=160ｍ　W=5.0ｍ　PU3L=133ｍ　As舗装A=805ｍ2  2工区　
施行延長　L=280ｍ　W=4.0ｍ　PU3L=274ｍ　As舗装A=1274ｍ2  排水整備　一
式　防草対策　一式

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、25,635,500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:

    51,271,000 円
    46,610,000 円

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５ 落札  ￥45,500,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥46,240,000

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

令和 4年 9月16日
令和 4年 9月16日
令和 5年 3月24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 9月 8日　　　　　　09:20

契建設 第 76 号
岩村町52号線災害改良復旧工事
岩村町飯羽間

土工一式
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2,981,000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、745,250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:

     1,490,500 円
     1,355,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥1,300,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥1,345,000

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

令和 4年 9月16日
令和 4年 9月16日
令和 5年 3月24日


