
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3月18日　　　　　　09:05

契建設 第 264 号

急傾斜地対策事業串原工区崩壊対策工事

串原

法面整形工A=690m2、鉄筋挿入工L=394m(N=197本)、法枠工A=694m2、交点組立
部材設置N=197箇所、伐採工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、20,509,500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:

    41,019,000 円

    37,290,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１   ￥37,000,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１   ￥36,940,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３   ￥37,000,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３ 落札  ￥36,100,000

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

令和 3年3月26日
令和 3年3月26日
令和 3年11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3月18日　　　　　　09:10

契建設 第 268 号

長島町87号線排水路整備工事

長島町中野

施行延長L=114m　BOXC-B900*H400L=11.3m　BOXC-B700*H400L=10.9m　現場打側
溝B900L=9.1m　可変側溝B700L=33.4m　側溝600L=31.7m　PU1-450L=7.9m

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41,762,600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、10,440,650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:

    20,881,300 円

    18,983,000 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 落札  ￥18,200,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥18,620,000

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

令和 3年3月26日
令和 3年3月26日
令和 3年10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 3年3月18日　　　　　　09:15

契建設 第 271 号

中野方町65号線側溝改良工事（その2）

中野方町

施工延長L=50ｍ　CD側溝工L=50ｍ　舗装工A=19ｍ2　構造物撤去工N=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4,452,800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、1,113,200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:

     2,226,400 円

     2,024,000 円

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１ 落札   ￥1,960,000

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

令和 3年3月26日
令和 3年3月26日
令和 3年6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3月18日　　　　　　09:20

契建設 第 272 号

山岡町187号線側溝改良工事

山岡町釜屋

土工1式　舗装工A=30m2　排水構造物工　PU3-250×250 L=54m　横断側溝L=3.3
m　集水枡設置工N=2基

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5,141,400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、1,285,350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:

     2,570,700 円

     2,337,000 円

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥2,314,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥2,250,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３    ￥2,330,000

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

令和 3年3月26日
令和 3年3月26日
令和 3年7月5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3月18日　　　　　　09:25

契建設 第 273 号

岩村町253号線側溝整備工事

岩村町

施工延長L=21.0m　CD側溝L=20.0m　PU-3用桝300×300DN=1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2,642,200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、660,550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:

     1,321,100 円

             0 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１ 落札   ￥1,170,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥1,188,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥1,190,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３    ￥1,190,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１ 　　　辞退

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

令和 3年3月26日
令和 3年3月26日
令和 3年5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3月18日　　　　　　09:30

契建設 第 274 号

白坂川護岸復旧工事

東野

施工延長L=4.5m　ブロック積工A=13.7m2

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5,700,200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、1,425,050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:

     2,850,100 円

     2,591,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥2,570,000

2155
（有）躍進

岐阜県恵那市長島町久須見１３０６ー３０ 落札   ￥2,460,000

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

令和 3年3月26日
令和 3年3月26日
令和 3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3月18日　　　　　　09:35

契教総 第 77 号

大井第二小学校トイレ洋式化工事

大井町大井第二小学校

校舎　建具工事　1式、衛生器具設備工事　1式、排水設備工事　1式��体育館
　衛生器具設備工事　1式

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52,214,800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、13,053,700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:

    26,107,400 円

    23,734,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥23,700,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３   ￥23,500,000

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３   ￥23,250,000

1183
小林住建（株）

岐阜県恵那市東野１４５０ー４ 落札  ￥22,974,000

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

令和 3年3月26日
令和 3年3月26日
令和 3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 3年3月18日　　　　　　09:40

契教総 第 78 号

大井小学校トイレ洋式化工事

大井町大井小学校

建具工事　1式、衛生器具設備工事　1式、給水設備工事　1式、排水設備工事
　1式　等

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76,898,800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、19,224,700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:

    38,449,400 円

    34,954,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札  ￥33,900,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３   ￥34,600,000

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３   ￥34,250,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥34,580,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１   ￥34,300,000

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

令和 3年3月26日
令和 3年3月26日
令和 3年9月30日




