
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 3年1月14日　　　　　　09:00

契医高 第 89 号

介護福祉施設福寿苑本館大規模改修（建築）工事

特別養護老人ホーム福寿苑

居室10床増床、厨房改修、特殊浴室改修、デイサービス内改修、発生材処理

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80,000,000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、47,958,900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:

    95,917,800 円

    87,198,000 円

77
（株）小栗材木店

岐阜県恵那市岩村町９２７   ￥81,810,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札  ￥78,000,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥85,550,000

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

令和 3年1月22日
令和 3年1月22日
令和 4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 3年1月14日　　　　　　09:10

契建設 第 215 号

洞月沢線舗装修繕工事

武並町

施工延長L=180m（W=7.4ｍ）　アスファルト舗装工A=1320ｍ2　区画線工一式　
構造物撤去工一式

工事種別:

資格要件:

ほ装

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が10,000,000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、2,420,000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:

     9,680,000 円

     8,800,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥8,500,000

1651
（株）雅喜組

岐阜県恵那市大井町２６９５ー２３５    ￥8,640,000

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

令和 3年1月22日
令和 3年1月22日
令和 3年3月26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 3年1月14日　　　　　　09:15

契建設 第 220 号

八日市場兼平線舗装修繕工事

山岡町

施工延長L=90m　表層工A=549m2　路盤工A=549m2　区画線工 実線L=180m　交通
誘導員 8日・人　路肩清掃180m

工事種別:

資格要件:

ほ装

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が9,614,000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、1,201,750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:

     4,807,000 円

     4,370,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥4,330,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥4,280,000

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

令和 3年1月22日
令和 3年1月22日
令和 3年3月26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 3年1月14日　　　　　　09:20

契建設 第 221 号

防安　出向橋橋梁補修工事

武並町竹折

橋梁補修�������橋長L=23.4m　幅員W=4.8m(4.0m)�������橋梁塗装工　A=203m2
　　橋梁補修工　一式　仮設工　吊足場　一式

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17,364,600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、4,341,150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:

     8,682,300 円

     7,893,000 円

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 落札   ￥7,730,000

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

令和 3年1月22日
令和 3年1月22日
令和 3年3月29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 3年1月14日　　　　　　09:25

契建設 第 222 号

防安　広瀬橋橋梁補修工事

山岡町田代

断面補修工1式、表面含浸工A=311.6m2、水切り工L=46.2m、高欄補修工1式、排
水装置設置工N=4箇所、仮設工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19,991,400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、4,997,850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:

     9,995,700 円

     9,087,000 円

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１    ￥8,960,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥8,800,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３    ￥9,080,000

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

令和 3年1月22日
令和 3年1月22日
令和 3年3月29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 3年1月14日　　　　　　09:30

契建設 第 224 号

恵那北地区通学路安全対策(その4)工事

恵那市北部

カラー舗装　L=1810m　A=543m2��区画線工　L=1810m

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16,016,000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、4,004,000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:

     8,008,000 円

     7,280,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５    ￥7,200,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥7,000,000

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

令和 3年1月22日
令和 3年1月22日
令和 3年3月26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 3年1月14日　　　　　　09:35

契医高 第 88 号

介護福祉施設福寿苑本館大規模改修(電気)工事

特別養護老人ホーム福寿苑

居室10床増床、厨房改修、特殊浴室改修、デイサービス内改修、照明ＬＥＤ化
改修

工事種別:

資格要件:

電気

①総合評定値が700点以上であること。②平均工事高が22,112,200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、11,056,100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:

    44,224,400 円

    40,204,000 円

10
近藤電気工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家３４３ー１   ￥39,000,000

162
山岡電気工事（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向５５５   ￥38,790,000

1767
イシデンエンジニアリング（株）

岐阜県恵那市大井町２０８７番地の２２１ 落札  ￥38,100,000

2160
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家１２９ー１８   ￥38,598,000

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

令和 3年1月22日
令和 3年1月22日
令和 4年3月25日


