
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7月14日　　　　　　09:05

契建設 第 54 号
大井町179号線側溝改修工事
大井町

土工　一式　側溝工L=62m　アスファルト舗装工A=38m2　構造物取壊工一式
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4,397,800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、1,099,450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:

     2,198,900 円
     1,999,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５    ￥1,980,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥1,900,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５    ￥1,970,000

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

令和 4年7月22日
令和 4年7月22日
令和 4年10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7月14日　　　　　　09:10

契建設 第 51 号
大井町283号線側溝改修工事
大井町

土工一式　側溝工L=74ｍ　アスファルト舗装工A=46m2　構造物取壊工一式
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6,175,400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、1,543,850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:

     3,087,700 円
     2,807,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５ 落札   ￥2,720,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥2,780,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５    ￥2,770,000

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

令和 4年7月22日
令和 4年7月22日
令和 4年10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7月14日　　　　　　09:15

契教総 第 97 号
大井第二小学校グラウンド暗渠排水工事
大井町大井第二小学校

グラウンド中央部暗渠管布設（φ75、L=550m)、グラウンド周囲暗渠管布設(φ
50、L=750m)

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20,776,800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、5,194,200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:

    10,388,400 円
     9,444,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５    ￥9,270,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥9,300,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５ 落札   ￥8,970,000

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

令和 4年7月22日
令和 4年7月22日
令和 4年12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7月14日　　　　　　09:20

契教幼 第 23 号
やまびここども園トイレ洋式化改修工事
長島町

直接仮設工事　1式、内装工事　1式、衛生器具設備工事　1式　他
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1,338,150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、669,0
75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:

     2,676,300 円
     2,433,000 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   ￥2,380,000

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

令和 4年7月22日
令和 4年7月22日
令和 4年12月27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7月14日　　　　　　09:25

契教幼 第 22 号
山岡こども園トイレ洋式化改修工事
山岡町

直接仮設工事　1式、内装工事　1式、建具工事　1式、衛生器具設備工事　1式
　他

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51,495,400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、12,873,850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:

    25,747,700 円
    23,407,000 円

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  ￥23,380,000

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

令和 4年7月22日
令和 4年7月22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7月14日　　　　　　09:30

契建都 第 24 号
友愛タウン東山電気温水器取替工事
明智町

世帯用（A,B棟）4戸、単身用（C棟）4戸
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2,236,300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、1,118,150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:

     4,472,600 円
     4,066,000 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 　　　辞退

1982
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町４７４ー２    ￥3,988,000

2154
（有）オータエンジニアリング

岐阜県恵那市明智町片平１０６３ー１２７ 落札   ￥3,980,000

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

令和 4年7月22日
令和 4年7月22日
令和 5年3月15日


