
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5月19日　　　　　　09:00

契医子 第 26 号

こども発達センターおひさま空調設備改修工事

山岡町

空調機器工事（きりん教室・うさぎ教室）、電気工事一式、建築工事一式

工事種別:

資格要件:

管

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が1,727,000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、863,5
00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:

     3,454,000 円

     3,140,000 円

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１ 　　　辞退

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥3,130,000

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９ 落札   ￥3,050,000

1982
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町４７４ー２    ￥3,090,000

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

令和 4年5月27日
令和 4年5月27日
令和 4年8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5月19日　　　　　　09:05

契商観 第 19 号

タウンプラザ恵那２階空調設備改修工事

大井町

空調設備の改修

工事種別:

資格要件:

管

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が2,668,600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、1,334,300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:

     5,337,200 円

     4,852,000 円

25
（有）可知水道

岐阜県恵那市長島町中野３９６ 落札   ￥4,750,000

700
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見１０９２ー７ 　　　辞退

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

令和 4年5月27日
令和 4年5月27日
令和 4年8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5月19日　　　　　　09:10

契教総 第 62 号

上矢作中学校トイレ洋式化工事

上矢作町上矢作中学校

校舎：建具工事、解体工事、電気設備工事、衛生器具設備工事　体育館：建具
工事、解体工事、電気設備工事、衛生器具設備工事

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39,571,400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、9,892,850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:

    19,785,700 円

    17,987,000 円

77
（株）小栗材木店

岐阜県恵那市岩村町９２７   ￥17,937,000

197
（株）加藤材木店

岐阜県恵那市明智町５４ー３ 落札  ￥17,500,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３   ￥17,600,000

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

令和 4年5月27日
令和 4年5月27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5月19日　　　　　　09:15

契教総 第 61 号

山岡中学校トイレ洋式化工事

山岡町山岡中学校

校舎：建具工事、解体工事、電気設備工事、衛生器具設備工事　体育館：建具
工事、解体工事、電気設備工事、衛生器具設備工事

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56,982,200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、14,245,550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:

    28,491,100 円

    25,901,000 円

77
（株）小栗材木店

岐阜県恵那市岩村町９２７ 　　　辞退

197
（株）加藤材木店

岐阜県恵那市明智町５４ー３ 　　　辞退

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札  ￥25,900,000

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

令和 4年5月27日
令和 4年5月27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5月19日　　　　　　09:20

契教総 第 60 号

岩邑中学校トイレ洋式化工事

岩村町岩邑中学校

校舎：建具工事、解体工事、電気設備工事、衛生器具設備工事　体育館：建具
工事、解体工事、電気設備工事、衛生器具設備工事

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41,096,000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、10,274,000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:

    20,548,000 円

    18,680,000 円

77
（株）小栗材木店

岐阜県恵那市岩村町９２７ 落札  ￥18,600,000

197
（株）加藤材木店

岐阜県恵那市明智町５４ー３   ￥18,650,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　辞退

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

令和 4年5月27日
令和 4年5月27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5月19日　　　　　　09:25

契教総 第 59 号

恵那西中学校トイレ洋式化工事

長島町恵那西中学校

校舎：建具工事、解体工事、電気設備工事、衛生器具設備工事　体育館：建具
工事、解体工事、電気設備工事、衛生器具設備工事

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73,070,800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、18,267,700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:

    36,535,400 円

    33,214,000 円

1078
金子建築工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家１ー５ー５ 　　　辞退

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３   ￥33,150,000

1183
小林住建（株）

岐阜県恵那市東野１４５０ー４   ￥33,080,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札  ￥32,800,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１   ￥33,000,000

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

令和 4年5月27日
令和 4年5月27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5月19日　　　　　　09:30

契教総 第 58 号

恵那北中学校トイレ洋式化工事

笠置町恵那北中学校

校舎：建具工事、解体工事、電気設備工事、衛生器具設備工事、体育館：建具
工事、解体工事、電気設備工事、衛生器具設備工事

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37,455,000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、9,363,750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:

    18,727,500 円

    17,025,000 円

1078
金子建築工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家１ー５ー５   ￥17,000,000

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 落札  ￥16,800,000

1183
小林住建（株）

岐阜県恵那市東野１４５０ー４   ￥16,900,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥17,000,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１   ￥16,950,000

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

令和 4年5月27日
令和 4年5月27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5月19日　　　　　　09:35

契教総 第 57 号

明智中学校トイレ洋式化工事

明智町明智中学校

体育館　建具工事、電気設備工事、衛生器具設備工事

工事種別:

資格要件:

管

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が2,911,150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、1,455,575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:

     5,822,300 円

     5,293,000 円

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１ 　　　辞退

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９    ￥5,220,000

1982
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町４７４ー２ 落札   ￥5,100,000

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

令和 4年5月27日
令和 4年5月27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5月19日　　　　　　09:40

契教総 第 56 号

恵那東中学校トイレ洋式化工事

大井町恵那東中学校

体育館　建具工事、電気設備工事、衛生器具設備工事

工事種別:

資格要件:

管

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が2,202,150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、1,100,825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:

     4,403,300 円

     4,003,000 円

69
（株）奥山水道設備工業

岐阜県恵那市大井町２１９４ー３４ 落札   ￥3,800,000

700
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見１０９２ー７ 　　　辞退

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

令和 4年5月27日
令和 4年5月27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5月19日　　　　　　09:45

契建設 第 9 号

社総　市道長島町130号線道路改良工事（１）

恵那市長島町　正家

施行延長L=193.7m　土工N=1式　排水工N=178m　舗装工N=1914m2　付属施設工N
=1式��構造物撤去工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600点以上であること。②平均工事高が59,679,400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、14,919,850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:

    29,839,700 円

    27,127,000 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  ￥26,300,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥26,980,000

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

令和 4年5月27日
令和 4年5月27日
令和 5年1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5月19日　　　　　　09:50

契建設 第 10 号

恵那市道路等緊急修繕(北部その1)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9,968,200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、2,492,050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:

     4,984,100 円

     4,531,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥4,500,000

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

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

令和 4年5月27日
令和 4年5月27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5月19日　　　　　　09:55

契水工 第 2 号

長島町130号線配水管布設替工事

長島町正家

HPPEφ75　L=140.0m　HPPEφ50　L=30.3m　土工　一式

工事種別:

資格要件:

水道施設

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が2,945,800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、1,472,900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:

     5,891,600 円

     5,356,000 円

69
（株）奥山水道設備工業

岐阜県恵那市大井町２１９４ー３４ 落札   ￥5,080,000

700
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見１０９２ー７ 　　　辞退

2161
（有）加藤重機

岐阜県恵那市長島町中野１０５７ー２ 　　　辞退

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

令和 4年5月27日
令和 4年5月27日
令和 5年1月30日


