
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2月18日　　　　　　09:00

契建設 第 240 号

三郷町15号線道路改良工事

三郷町野井

施工延長L=32.7m��土工N=1式　舗装工（表層）A=217㎡　ブロック積工A=31㎡
　ボックスカルバート工（B3000×H1500）L=7.5m　護岸工A=10㎡　帯工N=1式
　防護柵工L=7.7m　区画線工N=1式��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600点以上であること。②平均工事高が48,892,800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、12,223,200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:

    24,446,400 円

    22,224,000 円

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

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥21,800,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札  ￥21,340,000

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

令和 3年2月26日
令和 3年2月26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2月18日　　　　　　09:05

契建設 第 244 号

恵那市道路等緊急修繕（北部その3）工事

恵那市北部

市内の市道等、緊急的修繕箇所の施工（緊急土砂撤去等一式、緊急舗装修繕等
一式、その他緊急修繕一式）

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9,851,600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、2,462,900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:

     4,925,800 円

     4,478,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥4,340,000

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

令和 3年2月26日
令和 3年2月26日
令和 3年6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2月18日　　　　　　09:10

契建設 第 248 号

岩村町169号線路側復旧工事

岩村町富田

復旧延長L=10.0m　路側ブロック積工L=10.0m

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5,660,600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、1,415,150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:

     2,830,300 円

     2,573,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１ 落札   ￥2,540,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１ 　　　辞退

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３    ￥2,560,000

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３ 　　　辞退

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

令和 3年2月26日
令和 3年2月26日
令和 3年3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2月18日　　　　　　09:15

契ま地 第 59 号

明智コミュニティセンター低圧受電化工事

明智町恵那市明智コミュニティセンター

引込幹線設備工事１式　分岐盤工事１式　動力設備工事１式

工事種別:

資格要件:

電気

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が1,240,250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、620,1
25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:

     2,480,500 円

     2,255,000 円

10
近藤電気工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家３４３ー１    ￥2,180,000

162
山岡電気工事（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向５５５    ￥2,180,000

2158
（有）成瀬電気工業

岐阜県恵那市明智町４０１番地１ 落札   ￥2,140,000

2160
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家１２９ー１８    ￥2,198,000

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

令和 3年2月26日
令和 3年2月26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2月18日　　　　　　09:20

契教総 第 70 号

山岡中学校コンピューター室空調機更新工事

山岡町山岡中学校

直接工事費　1式　　　共通仮設費　1式　　　現場管理費　1式��一般管理費
　1式

工事種別:

資格要件:

電気

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が1,540,000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、770,0
00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:

     3,080,000 円

     2,800,000 円

10
近藤電気工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家３４３ー１    ￥2,700,000

162
山岡電気工事（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向５５５ 落札   ￥2,650,000

2158
（有）成瀬電気工業

岐阜県恵那市明智町４０１番地１    ￥2,716,000

2160
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家１２９ー１８    ￥2,710,000

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

令和 3年2月26日
令和 3年2月26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2月18日　　　　　　09:25

契教総 第 73 号

武並小学校トイレ洋式化工事

武並町武並小学校

土・コンクリート他工事　1式、建具工事　1式、解体工事　1式、衛生器具設
備工事　1式、排水設備工事　1式、暖房設備工事　1式

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1,882,100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、941,0
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:

     3,764,200 円

     3,422,000 円

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８    ￥3,387,000

700
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見１０９２ー７ 落札   ￥3,300,000

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

令和 3年2月26日
令和 3年2月26日
令和 3年5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 3年2月18日　　　　　　09:30

契教総 第 74 号

山岡小学校トイレ洋式化工事

山岡町山岡小学校

校舎　　衛生器具設備工事　1式、排水設備工事　1式、解体工事等　1式��体
育館　衛生器具設備工事等　1式

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2,309,450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、1,154,725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:

     4,618,900 円

     4,199,000 円

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９ 落札   ￥3,940,000

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    ￥4,115,000

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

令和 3年2月26日
令和 3年2月26日
令和 3年6月18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2月18日　　　　　　09:35

契教総 第 75 号

中野方小学校トイレ洋式化工事

中野方町中野方小学校

校舎　建具工事　1式、衛生器具設備工事等　1式��体育館　建具工事　1式、
衛生器具設備工事等　1式

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4,199,250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、2,099,625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:

     8,398,500 円

     7,635,000 円

1997
（株）くらしの東栄

岐阜県恵那市大井町２０８７ー８ 落札   ￥7,250,000

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

令和 3年2月26日
令和 3年2月26日
令和 3年6月30日


