
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 1日　　　　　　09:00

契医高 第 31 号
養護老人ホーム恵光園玄関アプローチ改修工事
養護老人ホーム恵光園

撤去工事1式、舗装工事120㎡、雑工事
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4,798,200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、1,199,550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:

     2,399,100 円
     2,181,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥2,100,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５    ￥2,150,000

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５ 　　　辞退

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

令和 4年 9月 9日
令和 4年 9月 9日
令和 4年11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 4年 9月 1日　　　　　　09:05

契建都 第 36 号
中央公園トイレ改築工事
大井町

設備一体型パークトイレ設置工事　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39,793,600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、9,948,400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:

    19,896,800 円
    18,088,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札  ￥17,500,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥17,910,000

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

令和 4年 9月 9日
令和 4年 9月 9日
令和 5年 3月20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 1日　　　　　　09:10

契建設 第 73 号
大井町232号線側溝改良工事
大井町

施行延長L=50.0m　CD側溝400A　L=50.0m、250A　L=50.0m
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9,996,800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、2,499,200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:

     4,998,400 円
     4,544,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５ 落札   ￥4,450,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥4,500,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５    ￥4,500,000

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

令和 4年 9月 9日
令和 4年 9月 9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 9月 1日　　　　　　09:15

契建設 第 71 号
大井町161号線他１路線側溝改良工事
大井町

大井町161号線　施工延長L=81.0ｍ　側溝工L=81.0ｍ  大井町124号線　施工延
長L=4.0ｍ　側溝工L=4.0ｍ

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6,798,000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、1,699,500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:

     3,399,000 円
     3,090,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５ 落札   ￥3,000,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥3,050,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５    ￥3,050,000

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

令和 4年 9月 9日
令和 4年 9月 9日
令和 4年12月16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 1日　　　　　　09:20

契東事 第 1 号
東野コミュニティセンターＧＨＰ－２修繕
東野

冷媒のガス漏れが発生している空調室外機ＧＨＰ－２のコンプレッサー取替。
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983,400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、491,700
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:

     1,966,800 円
     1,788,000 円

1997
（株）くらしの東栄

岐阜県恵那市大井町２０８７ー８ 落札   ￥1,750,000

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

令和 4年 9月 9日
令和 4年 9月 9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 9月 1日　　　　　　09:25

契教幼 第 29 号
飯地こども園トイレ洋式化改修工事
飯地町

既設トイレ改修　1式、職員トイレ新設　1式
工事種別:

資格要件:

建築一式

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が17,468,000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、4,367,000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:

     8,734,000 円
     7,940,000 円

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 落札   ￥7,700,000

1078
金子建築工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家１ー５ー５    ￥7,781,000

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

令和 4年 9月 9日
令和 4年 9月 9日
令和 4年12月27日


