
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6月10日　　　　　　09:00

契ま地 第 31 号

三郷コミセン大規模改修工事（建築・電気）

恵那市三郷町

屋上防水改修、外壁改修、内部改修、トイレ改修、電気設備改修

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、42,414,350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:

    84,828,700 円

    77,117,000 円

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３   ￥77,110,000

1183
小林住建（株）

岐阜県恵那市東野１４５０ー４ 　　　辞退

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥76,960,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 落札  ￥76,650,000

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

令和 3年6月18日
令和 3年6月18日
令和 4年3月10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6月10日　　　　　　09:05

契建設 第 58 号

大井町273号線美装舗装工事

大井町

施行延長L=22.0m　ロールド舗装A=108m2

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3,350,600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、418,825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:

     1,675,300 円

     1,523,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥1,450,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥1,520,000

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

令和 3年6月18日
令和 3年6月18日
令和 3年9月8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6月10日　　　　　　09:10

契建設 第 60 号

田代久保原線舗装修繕工事

山岡町田代

掘削工V=40m3、舗装工1（打ち替え）A=195m2、舗装工2（オーバーレイ）A=260
m2��区画線工 実線L=140m破線L=15m、構造物撤去工N=1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6,338,200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、792,275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:

     3,169,100 円

     2,881,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥2,870,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥2,820,000

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

令和 3年6月18日
令和 3年6月18日
令和 3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 3年6月10日　　　　　　09:15

契ま地 第 30 号

三郷コミセン大規模改修工事（機械）

恵那市三郷町

機械設備の取替、新設��（給水設備（屋内外）、排水・通気設備、給湯設備、
ガス設備、衛生器具設備、冷暖房設備、換気設備）

工事種別:

資格要件:

管

①総合評定値が600点以上であること。②平均工事高が10,935,650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、5,467,825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:

    21,871,300 円

    19,883,000 円

17
（株）澤田管工

岐阜県恵那市長島町中野３５８ー６ 落札  ￥18,880,000

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 　　　辞退

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

令和 3年6月18日
令和 3年6月18日
令和 4年3月10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6月10日　　　　　　09:20

契医地 第 24 号

市立恵那病院職員宿舎舗装工事

市立恵那病院

掘削、立木伐採、土砂運搬、アスファルト舗装、フェンス設置

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6,470,200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、808,775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:

     3,235,100 円

     2,941,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥2,900,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥2,940,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５    ￥2,910,000

1651
（株）雅喜組

岐阜県恵那市大井町２６９５ー２３５ 落札   ￥2,800,000

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

令和 3年6月18日
令和 3年6月18日
令和 3年9月15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6月10日　　　　　　09:25

契商観 第 36 号

大正ロマン館駐車場舗装工事

明智町

アスファルト舗装工　Ａ＝257ｍ2 掘削Ｖ＝４０ｍ3

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3,018,400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、377,300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:

     1,509,200 円

     1,372,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥1,360,000

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１ 落札   ￥1,340,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥1,370,000

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

令和 3年6月18日
令和 3年6月18日
令和 3年9月21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6月10日　　　　　　09:30

契商観 第 37 号

ささゆりの湯空調設備改修工事

串原

厨房系統、東脱衣室系統、新設基礎工（厨房、東脱衣）西脱衣室系統、集中制
御工、配管系統機密試験費、試運転調整費

工事種別:

資格要件:

管

①総合評定値が600点以上であること。②平均工事高が6,904,150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、3,452,075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:

    13,808,300 円

    12,553,000 円

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１   ￥12,000,000

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９   ￥12,222,000

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  ￥11,900,000

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

令和 3年6月18日
令和 3年6月18日
令和 3年10月18日


