
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

令和元年10月17日　　　　　　09:25

契医高 第 114 号

明日香苑大規模改修実施設計業務委託

三郷町明日香苑

・改修設計・定期調査報告・設備設計・外壁赤外線調査　等

655
（株）エイ・ケイ設計

岐阜県多治見市音羽町４ー４７ー５    ￥5,300,000

766
（株）中島重機土木　設計工房　中島

岐阜県恵那市明智町１０８５ー３ 　　　欠席

1198
マヂス設計工房

岐阜県多治見市広小路４ー３９    ￥5,400,000

1352
（株）熊谷設計

岐阜県多治見市上野町１丁目２６番地    ￥5,400,000

1369
（株）日比野建築デザイン

岐阜県多治見市前畑町３ー２６ 　　　辞退

1654
ＴＵＫＵＭＡ設計

岐阜県恵那市大井町２６９３ー７１９ 落札   ￥4,290,000

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

令和元年10月23日
令和元年10月23日
令和 2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

令和元年10月17日　　　　　　09:30

契建設 第 114 号

恵那市橋梁点検業務委託その２

恵那市

橋梁点検業務 （計画準備、定期点検、報告書作成）N=4橋��橋梁点検車　N=2
橋　交通誘導員　N=2橋

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    ￥2,230,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６ 落札   ￥2,150,000

1092
（有）大矢コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家字後田１０６７ー２６６    ￥2,200,000

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

令和元年10月23日
令和元年10月23日
令和 2年3月19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

令和元年10月17日　　　　　　09:35

契公下 第 20 号

恵那市下水道BCP策定業務委託

恵那市　一円

下水道BCP策定業務　下水道管渠（汚水1,420ha、雨水885ha）、汚水処理施設
（6施設）、中継ポンプ場（2施設）　N=1式

49
（株）日水コン　岐阜事務所

岐阜県岐阜市東鶉７丁目６番地    ￥7,004,000

378
（株）ニュージェック　岐阜事務所

岐阜県岐阜市蔵前７丁目６番１７号 　　　辞退

488
中日本建設コンサルタント（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市市橋３ー８ー３    ￥6,300,000

595
オリジナル設計（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市宮浦町７ー１０６    ￥6,000,000

599
玉野総合コンサルタント（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市藪田南１丁目５ー１    ￥7,004,000

688
（株）東京設計事務所　岐阜事務所

岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町１ー２７７    ￥7,004,000

723
（株）中央設計技術研究所　東海支店

岐阜県岐阜市薮田南一丁目２番３号    ￥7,004,000

839
（株）ＮＪＳ　岐阜出張所

岐阜県岐阜市上茶屋町２８ 　　　辞退



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

令和元年10月17日　　　　　　09:35

契公下 第 20 号

恵那市下水道BCP策定業務委託

恵那市　一円

下水道BCP策定業務　下水道管渠（汚水1,420ha、雨水885ha）、汚水処理施設
（6施設）、中継ポンプ場（2施設）　N=1式

1062
（株）日本インシーク　岐阜営業所

岐阜県岐阜市白山町２ー１５ 落札   ￥4,980,000

1143
（株）建設技術研究所　岐阜事務所

岐阜県岐阜市吉野町６ー１４ 　　　辞退

1553
（株）エイト日本技術開発　岐阜事務所

岐阜県岐阜市西荘１丁目１３番１５号    ￥7,004,000

1628
（株）東洋設計　岐阜営業所

岐阜県大垣市築捨町５丁目３番地１    ￥7,004,000

2181
（株）日新技術コンサルタント　岐阜出張所

岐阜県岐阜市本町４ー６ 　　　辞退

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

令和元年10月23日
令和元年10月23日
令和 2年3月13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

令和元年10月17日　　　　　　09:40

契上水 第 29 号

恵那市配水池耐震診断業務委託

恵那市　長島町　正家　他

配水池耐震診断業務　雀子ヶ根配水池(PC造)詳細調査、劣化調査、地質調査　
N=1式、乗越配水池(PC造)詳細調査、劣化調査、地質調査　N=1式

300
セントラルコンサルタント（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８   ￥11,800,000

347
新日本設計（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市藪田東１ー１０ー８ 　　　辞退

488
中日本建設コンサルタント（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市市橋３ー８ー３ 落札   ￥8,600,000

836
日本水工設計（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市茜部神清寺２ー１９ー１   ￥11,827,000

839
（株）ＮＪＳ　岐阜出張所

岐阜県岐阜市上茶屋町２８ 　　　辞退

1628
（株）東洋設計　岐阜営業所

岐阜県大垣市築捨町５丁目３番地１ 　　　辞退

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

令和元年10月23日
令和元年10月23日
令和 2年3月13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

令和元年10月17日　　　　　　09:45

契建設 第 97 号

工第1号 一色川河川災害復旧工事

岩村町

施工延長　L=36.5m　練ブロック積工　右岸　L=33.7m　A=117m2　左岸　L=28.9m　A=97m2　小口止
工　N=4箇所　雑工(すりつけ工)　N=4箇所　掛樋工(Φ600)　L=40m　仮締切排水工　N=1式　大型
土のう積工　N=3袋　仮設道路(敷鉄板)　L=50m

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    16,435,100 円

    14,941,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１   ￥14,810,000

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 　　　辞退

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１   ￥14,890,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札  ￥14,700,000

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   ￥14,900,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１   ￥14,816,000



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

令和元年10月17日　　　　　　09:45

契建設 第 97 号

工第1号 一色川河川災害復旧工事

岩村町

施工延長　L=36.5m　練ブロック積工　右岸　L=33.7m　A=117m2　左岸　L=28.9m　A=97m2　小口止
工　N=4箇所　雑工(すりつけ工)　N=4箇所　掛樋工(Φ600)　L=40m　仮締切排水工　N=1式　大型
土のう積工　N=3袋　仮設道路(敷鉄板)　L=50m

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    16,435,100 円

    14,941,000 円

3843
（株）纐纈

岐阜県恵那市山岡町原１４２８ー２９ 　　　辞退

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

令和元年10月25日
令和元年10月25日
令和 2年3月25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

令和元年10月17日　　　　　　09:50

契建設 第 98 号

工第2号　山脇川河川災害復旧工事

山岡町原

復旧延長 L=8.0m　護岸工練ブロック積工 L=7.4m SL=2.6m A=18m2　小口止工
N=1箇所　雑工（すりつけ工） N=1箇所　仮設道路（敷鉄板） L=30m　仮設道
路（敷砂利） L=14m　仮設盛土 V=40m3

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     3,458,400 円

     3,144,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１    ￥3,120,000

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 　　　辞退

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥3,120,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥3,100,000

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    ￥3,140,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１    ￥3,122,000



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

令和元年10月17日　　　　　　09:50

契建設 第 98 号

工第2号　山脇川河川災害復旧工事

山岡町原

復旧延長 L=8.0m　護岸工練ブロック積工 L=7.4m SL=2.6m A=18m2　小口止工
N=1箇所　雑工（すりつけ工） N=1箇所　仮設道路（敷鉄板） L=30m　仮設道
路（敷砂利） L=14m　仮設盛土 V=40m3

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     3,458,400 円

     3,144,000 円

3843
（株）纐纈

岐阜県恵那市山岡町原１４２８ー２９ 　　　辞退

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

令和元年10月23日
令和元年10月23日
令和 2年2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

令和元年10月17日　　　　　　09:55

契建設 第 99 号

工第3号押田川河川災害復旧工事

山岡町上手向

復旧延長L=31.2m、護岸工[練ブロック積工A=48m2、小口止工N=4箇所、すりつ
け工N=3箇所]、仮設工[掛樋工φ300L=59m、締切排水工N=2箇所、仮設道路L=79
m]

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     5,352,600 円

     4,866,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１    ￥4,812,000

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 　　　辞退

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥4,830,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥4,800,000

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    ￥4,850,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１    ￥4,821,000



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

令和元年10月17日　　　　　　09:55

契建設 第 99 号

工第3号押田川河川災害復旧工事

山岡町上手向

復旧延長L=31.2m、護岸工[練ブロック積工A=48m2、小口止工N=4箇所、すりつ
け工N=3箇所]、仮設工[掛樋工φ300L=59m、締切排水工N=2箇所、仮設道路L=79
m]

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     5,352,600 円

     4,866,000 円

3843
（株）纐纈

岐阜県恵那市山岡町原１４２８ー２９ 　　　辞退

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

令和元年10月25日
令和元年10月25日
令和 2年3月25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

令和元年10月17日　　　　　　10:00

契建設 第 100 号

工第4・8号中洞川他1箇所 河川災害復旧工事

山岡町田代

【中洞川】L=6.7m 練ブロック積工L=6.1m　A=13m2　根固め工N=12個　��【五
郎川】L=7.5m 練ブロック積工L=6.9m　A=14m2　法面工A=20m2

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     3,822,500 円

     3,475,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１    ￥3,420,000

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 　　　辞退

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥3,460,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥3,400,000

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    ￥3,450,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１    ￥3,421,000



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

令和元年10月17日　　　　　　10:00

契建設 第 100 号

工第4・8号中洞川他1箇所 河川災害復旧工事

山岡町田代

【中洞川】L=6.7m 練ブロック積工L=6.1m　A=13m2　根固め工N=12個　��【五
郎川】L=7.5m 練ブロック積工L=6.9m　A=14m2　法面工A=20m2

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     3,822,500 円

     3,475,000 円

3843
（株）纐纈

岐阜県恵那市山岡町原１４２８ー２９ 　　　辞退

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

令和元年10月23日
令和元年10月23日
令和 2年2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

令和元年10月17日　　　　　　10:05

契建設 第 101 号

工第5号 大舟川河川災害復旧工事

明智町大泉

施工延長　L=7.0m　護岸工　練ブロック積工　L=6.4m　SL=1.4～1.8　A=10m2　張りコンクリート
工　A=6m2　小口止工　N=2箇所　雑工(すりつけ工)　N=2箇所　掛樋工(Φ300)　L=11m　仮締切排
水工　N=1箇所　小口土のう積工　A=0.6m2　仮設道路(敷鉄板)　L=28m

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     1,844,700 円

     1,677,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１    ￥1,650,000

239
（株）川村工務店

岐阜県恵那市明智町１２２９ー１ 落札   ￥1,638,000

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 　　　辞退

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    ￥1,657,000



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

令和元年10月17日　　　　　　10:05

契建設 第 101 号

工第5号 大舟川河川災害復旧工事

明智町大泉

施工延長　L=7.0m　護岸工　練ブロック積工　L=6.4m　SL=1.4～1.8　A=10m2　張りコンクリート
工　A=6m2　小口止工　N=2箇所　雑工(すりつけ工)　N=2箇所　掛樋工(Φ300)　L=11m　仮締切排
水工　N=1箇所　小口土のう積工　A=0.6m2　仮設道路(敷鉄板)　L=28m

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     1,844,700 円

     1,677,000 円

3843
（株）纐纈

岐阜県恵那市山岡町原１４２８ー２９ 　　　辞退

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

令和元年10月23日
令和元年10月23日
令和 2年2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

令和元年10月17日　　　　　　10:10

契建設 第 102 号

工第6号馬木川河川災害復旧工事

恵那市明智町　東方

施工延長　L=24m　練ブロック積工　右岸　L=3.4m　A=5m2　左岸　L=23.4m A=36m2　小口止工　N=
4箇所　すりつけ工　N=4箇所　根固め工　N=27個　掛樋工φ700 L=28m　仮締切排水工　N=1箇所　
大型土のう積工　N=3袋　仮設道路（敷鉄板）　L=36m 取壊工　N=1式

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     6,636,300 円

     6,033,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１    ￥5,910,000

239
（株）川村工務店

岐阜県恵那市明智町１２２９ー１    ￥5,950,000

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    ￥6,000,000

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    ￥6,025,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１ 落札   ￥5,850,000



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

令和元年10月17日　　　　　　10:10

契建設 第 102 号

工第6号馬木川河川災害復旧工事

恵那市明智町　東方

施工延長　L=24m　練ブロック積工　右岸　L=3.4m　A=5m2　左岸　L=23.4m A=36m2　小口止工　N=
4箇所　すりつけ工　N=4箇所　根固め工　N=27個　掛樋工φ700 L=28m　仮締切排水工　N=1箇所　
大型土のう積工　N=3袋　仮設道路（敷鉄板）　L=36m 取壊工　N=1式

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     6,636,300 円

     6,033,000 円

3843
（株）纐纈

岐阜県恵那市山岡町原１４２８ー２９ 　　　辞退

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

令和元年10月25日
令和元年10月25日
令和 2年3月25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

令和元年10月17日　　　　　　10:15

契建設 第 103 号

工第7号仲島川河川災害復旧工事

明智町杉野

復旧延長　L=47.5m 護岸工　練ブロック積工　L=47.2m　SL=1.8～1.9　A=89.3m2　小口止工　N=1
箇所　雑工(すりつけ工）N=2箇所　法面整形工　A=60ｍ2　掛樋工（Φ300）　L=52m　仮締切排水
工　N=1箇所　小口土のう積工　A=1.0ｍ2　取壊工　N=1式

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     8,289,600 円

     7,536,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１ 落札   ￥7,350,000

239
（株）川村工務店

岐阜県恵那市明智町１２２９ー１    ￥7,500,000

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    ￥7,500,000

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    ￥7,500,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１    ￥7,432,000



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

令和元年10月17日　　　　　　10:15

契建設 第 103 号

工第7号仲島川河川災害復旧工事

明智町杉野

復旧延長　L=47.5m 護岸工　練ブロック積工　L=47.2m　SL=1.8～1.9　A=89.3m2　小口止工　N=1
箇所　雑工(すりつけ工）N=2箇所　法面整形工　A=60ｍ2　掛樋工（Φ300）　L=52m　仮締切排水
工　N=1箇所　小口土のう積工　A=1.0ｍ2　取壊工　N=1式

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     8,289,600 円

     7,536,000 円

3843
（株）纐纈

岐阜県恵那市山岡町原１４２８ー２９ 　　　辞退

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

令和元年10月25日
令和元年10月25日
令和 2年3月25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

令和元年10月17日　　　　　　10:20

契建設 第 104 号

工第9号山岡町76号線道路災害復旧工事

山岡町馬場山田

施工延長　L=5.5m　練ブロック積工　L=4.9m　A=25m2��小口止工N=2箇所　雑
工(取付工)　N=2箇所　仮設道路L=14.9m

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     3,834,600 円

     3,486,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１    ￥3,420,000

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 　　　辞退

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥3,450,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥3,400,000

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    ￥3,410,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１    ￥3,420,000



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

令和元年10月17日　　　　　　10:20

契建設 第 104 号

工第9号山岡町76号線道路災害復旧工事

山岡町馬場山田

施工延長　L=5.5m　練ブロック積工　L=4.9m　A=25m2��小口止工N=2箇所　雑
工(取付工)　N=2箇所　仮設道路L=14.9m

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     3,834,600 円

     3,486,000 円

3843
（株）纐纈

岐阜県恵那市山岡町原１４２８ー２９ 　　　辞退

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

令和元年10月23日
令和元年10月23日
令和 2年2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

令和元年10月17日　　　　　　10:25

契建設 第 105 号

工第10号串原50号線道路災害復旧工事

恵那市串原

復旧延長　L=8.5m　路側ブロック積工　L=7.9m　SL=5.6　A=44m2　小口止工　
N=2箇所��雑工（取付工）　N=2箇所　仮設道路（掘削）　L=16.5m　コンクリ
ート舗装工　A=52m2��準備工　N=1式

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     6,037,900 円

     5,489,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１    ￥5,400,000

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 　　　辞退

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥5,450,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥5,450,000

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 落札   ￥5,350,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１    ￥5,403,000



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

令和元年10月17日　　　　　　10:25

契建設 第 105 号

工第10号串原50号線道路災害復旧工事

恵那市串原

復旧延長　L=8.5m　路側ブロック積工　L=7.9m　SL=5.6　A=44m2　小口止工　
N=2箇所��雑工（取付工）　N=2箇所　仮設道路（掘削）　L=16.5m　コンクリ
ート舗装工　A=52m2��準備工　N=1式

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     6,037,900 円

     5,489,000 円

3843
（株）纐纈

岐阜県恵那市山岡町原１４２８ー２９ 　　　辞退

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

令和元年10月25日
令和元年10月25日
令和 2年3月25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

令和元年10月17日　　　　　　10:30

契建設 第 116 号

工第15号　松林川河川災害復旧工事

中野方町

施行延長　L=4.9m　練ブロック積工　L=4.3m 　SL=3.8～4.0m A=17m2 小口止
工　N=2箇所　雑工(すりつけ工)　N=1箇所　掛樋工(Φ500)　L=9m　仮締切排
水工　N=1箇所　　　大型土のう積工　N=2袋　仮設道路(敷鉄板)　L=10m　

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     2,233,000 円

     2,030,000 円

12
（有）樋田建設

岐阜県恵那市長島町久須見１３０７番地の７ 落札   ￥1,960,000

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７２２ー７ 　　　辞退

203
（株）マルト建設

岐阜県恵那市飯地町２７４ 　　　辞退

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１    ￥1,990,000

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 　　　欠席

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 　　　辞退

1310
かね大建設（株）

岐阜県恵那市飯地町１６７１ー３ 　　　辞退



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

令和元年10月17日　　　　　　10:30

契建設 第 116 号

工第15号　松林川河川災害復旧工事

中野方町

施行延長　L=4.9m　練ブロック積工　L=4.3m 　SL=3.8～4.0m A=17m2 小口止
工　N=2箇所　雑工(すりつけ工)　N=1箇所　掛樋工(Φ500)　L=9m　仮締切排
水工　N=1箇所　　　大型土のう積工　N=2袋　仮設道路(敷鉄板)　L=10m　

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     2,233,000 円

     2,030,000 円

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 　　　辞退

2155
（有）躍進

岐阜県恵那市長島町久須見１３０６ー３０ 　　　欠席

3359
（有）東海バイオ

岐阜県恵那市三郷町野井１７３６ー２１０ 　　　欠席

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

令和元年10月23日
令和元年10月23日
令和 2年2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

令和元年10月17日　　　　　　10:30

契建設 第 117 号

工第16号　洞川河川災害復旧工事

中野方町

施行延長　L=30.1m　練ブロック積工　L=29.5m　SL=1.3～1.8m　A=38m2　小口
止工　N=2箇所　張りコンクリート工　V=8m3　掛樋工(Φ300)　L=34m　仮締切
排水工　N=1箇所　大型土のう積工　N=1袋　土のう積(小口)　A=0.4m2

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     5,145,800 円

     4,678,000 円

12
（有）樋田建設

岐阜県恵那市長島町久須見１３０７番地の７    ￥4,600,000

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７２２ー７ 　　　辞退

203
（株）マルト建設

岐阜県恵那市飯地町２７４ 　　　辞退

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１ 落札   ￥4,500,000

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 　　　欠席

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 　　　辞退

1310
かね大建設（株）

岐阜県恵那市飯地町１６７１ー３    ￥4,622,000



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

令和元年10月17日　　　　　　10:30

契建設 第 117 号

工第16号　洞川河川災害復旧工事

中野方町

施行延長　L=30.1m　練ブロック積工　L=29.5m　SL=1.3～1.8m　A=38m2　小口
止工　N=2箇所　張りコンクリート工　V=8m3　掛樋工(Φ300)　L=34m　仮締切
排水工　N=1箇所　大型土のう積工　N=1袋　土のう積(小口)　A=0.4m2

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     5,145,800 円

     4,678,000 円

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 　　　辞退

2155
（有）躍進

岐阜県恵那市長島町久須見１３０６ー３０ 　　　欠席

3359
（有）東海バイオ

岐阜県恵那市三郷町野井１７３６ー２１０ 　　　欠席

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

令和元年10月25日
令和元年10月25日
令和 2年3月25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

令和元年10月17日　　　　　　10:40

契建設 第 118 号

工第17号　紺屋川河川災害復旧工事

三郷町野井

復旧延長　L=8.0m　護岸工　練りブロック積工　L=7.4m　SL=2.6　A=19m2　小口止工　N=2箇所　
雑工(すりつけ工)　N=2箇所　掛樋工(Φ300)　L=25m　仮締切排水工　N=1式　土のう積工　A=0.4m
2　仮設道路(敷鉄板)　L=113m　仮設道路　L=17m

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     5,469,200 円

     4,972,000 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    ￥4,900,000

47
（株）中神工務店

岐阜県恵那市長島町正家７２２ー７ 　　　辞退

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５    ￥4,920,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 落札   ￥4,850,000

2155
（有）躍進

岐阜県恵那市長島町久須見１３０６ー３０ 　　　欠席

3359
（有）東海バイオ

岐阜県恵那市三郷町野井１７３６ー２１０ 　　　欠席

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

令和元年10月25日
令和元年10月25日
令和 2年3月25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

令和元年10月17日　　　　　　10:45

契建設 第 119 号

工第18号　飯地町58号線道路災害復旧工事

飯地町南

復旧延長　L=10.7m　路側工　練ブロック積工　L=10.1m　SL=3.4～4.6　A=43m
2　小口止工　N=2箇所　雑工(取付工)　N=2箇所　舗装復旧工　A=8m2

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     4,353,800 円

     3,958,000 円

12
（有）樋田建設

岐阜県恵那市長島町久須見１３０７番地の７    ￥3,910,000

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７２２ー７ 　　　辞退

203
（株）マルト建設

岐阜県恵那市飯地町２７４    ￥3,920,000

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１ 　　　辞退

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 落札   ￥3,760,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 　　　辞退

1310
かね大建設（株）

岐阜県恵那市飯地町１６７１ー３    ￥3,910,000



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

令和元年10月17日　　　　　　10:45

契建設 第 119 号

工第18号　飯地町58号線道路災害復旧工事

飯地町南

復旧延長　L=10.7m　路側工　練ブロック積工　L=10.1m　SL=3.4～4.6　A=43m
2　小口止工　N=2箇所　雑工(取付工)　N=2箇所　舗装復旧工　A=8m2

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     4,353,800 円

     3,958,000 円

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 　　　辞退

2155
（有）躍進

岐阜県恵那市長島町久須見１３０６ー３０ 　　　欠席

3359
（有）東海バイオ

岐阜県恵那市三郷町野井１７３６ー２１０ 　　　欠席

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

令和元年10月23日
令和元年10月23日
令和 2年2月24日


