
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22日　　　　　　09:00

契農政 第 31 号
県単農業農村整備事業　山本用水路修繕工事
恵那市　東野

施工延長L=63.4ｍ　漏水修繕工A=146㎡
工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が500点以上であること。②平均工事高が10,089,200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、2,522,300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:

     5,044,600 円
     4,586,000 円

2155
（有）躍進

岐阜県恵那市長島町久須見１３０６ー３０ 落札   ￥4,400,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥4,550,000

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

令和 4年 9月30日
令和 4年 9月30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 9月22日　　　　　　09:05

契農政 第 30 号
県単農業農村整備事業　三郷用水路修繕工事
恵那市　長島町　正家

施工延長L=59.0ｍ、漏水修繕工A=138㎡、仮設工N=1式
工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が500点以上であること。②平均工事高が15,639,800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、3,909,950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:

     7,819,900 円
     7,109,000 円

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札   ￥6,960,000

47
（株）中神工務店

岐阜県恵那市長島町正家３丁目１２ー１ 　　　辞退

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

令和 4年 9月30日
令和 4年 9月30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 9月22日　　　　　　09:10

契建都 第 39 号
平岩若者・川原島若者住宅給湯器取替工事
上矢作町

平岩若者住宅5戸、川原島若者住宅4戸の給湯器の取替。電気給湯器からガス給
湯器へ

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1,952,500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、976,2
50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:

     3,905,000 円
     3,550,000 円

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１ 落札   ￥3,400,000

1982
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町４７４ー２    ￥3,480,000

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９    ￥3,520,000

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

令和 4年 9月30日
令和 4年 9月30日
令和 5年 3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 9月22日　　　　　　09:15

契建設 第 94 号
恵那北地区通学路安全対策（その2）工事
恵那市長島町他

グリーンベルト設置工A=317m2、区画線設置工L=1055m
工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が500点以上であること。②平均工事高が10,223,400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、2,555,850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:

     5,111,700 円
     4,647,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥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    ￥4,610,000

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

令和 4年 9月30日
令和 4年 9月30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22日　　　　　　09:20

契建設 第 92 号
恵那南地区通学路安全対策（その1）工事
恵那市岩村町他

グリーンベルト設置工A=629m2、区画線設置工L=2096ｍ
工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が500点以上であること。②平均工事高が18,724,200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、4,681,050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:

     9,362,100 円
     8,511,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１ 落札   ￥8,250,000

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１    ￥8,390,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥8,429,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３    ￥8,450,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥8,500,000

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

令和 4年 9月30日
令和 4年 9月30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22日　　　　　　09:25

契建設 第 88 号
大坪川護岸構造物補修工事
山岡町原

土工1式、函渠工 大型ボックスカルバート3.0m、構造物取壊し工1式、仮設工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41,157,600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、10,289,400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:

    20,578,800 円
    18,708,000 円

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札  ￥18,250,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１   ￥18,700,000

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

令和 4年 9月30日
令和 4年 9月30日
令和 5年 3月31日


