
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5月20日　　　　　　10:10

契教総 第 26 号

三郷小学校大規模改修工事（建築）

三郷町

校舎（1期）　防水工事　1式、金属製建具工事　1式、塗装・吹付工事　1式、
雑工事等　1式��校舎（2期）　木工事　1式、金属製建具工事　1式、内外装工
事　1式、雑工事等　1式

工事種別: 建築一式

予定価格:

入札書比較価格:

   197,025,400 円

   179,114,000 円

1
大井建設（株）恵那支店

岐阜県恵那市長島町中野１００２ー１ 落札 ￥173,500,000

77
（株）小栗材木店

岐阜県恵那市岩村町９２７ 　　　辞退

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４  ￥178,000,000

197
（株）加藤材木店

岐阜県恵那市明智町５４ー３ 　　　辞退

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　辞退

1078
金子建築工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家１ー５ー５ 　　　辞退

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 　　　辞退

1183
小林住建（株）

岐阜県恵那市東野１４５０ー４ 　　　辞退



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5月20日　　　　　　10:10

契教総 第 26 号

三郷小学校大規模改修工事（建築）

三郷町

校舎（1期）　防水工事　1式、金属製建具工事　1式、塗装・吹付工事　1式、
雑工事等　1式��校舎（2期）　木工事　1式、金属製建具工事　1式、内外装工
事　1式、雑工事等　1式

工事種別: 建築一式

予定価格:

入札書比較価格:

   197,025,400 円

   179,114,000 円

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５  ￥174,990,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１  ￥177,400,000

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

本契約締結の日
本契約締結の日
令和 5年3月24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5月20日　　　　　　10:15

契教総 第 27 号

三郷小学校大規模改修工事（電気）

三郷町

校舎1期　電灯設備工事　1式、受変電設備工事　1式、構内配電線路等　1式、
校舎1期　電灯設備工事　1式、構内交換設備工事　1式、構内情報通信網設備
工事等　1式

工事種別: 電気

予定価格:

入札書比較価格:

    62,954,100 円

    57,231,000 円

10
近藤電気工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家３４３ー１ 落札  ￥54,300,000

162
山岡電気工事（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向５５５   ￥55,900,000

1310
かね大建設（株）

岐阜県恵那市飯地町１６７１ー３ 　　　辞退

1521
（株）堀井電気商会

岐阜県恵那市串原５１５０ 　　　辞退

1731
（株）三島電気工事

岐阜県恵那市大井町６６７ー１５   ￥56,090,000

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   ￥55,500,000

2103
正栄電機（株）

岐阜県恵那市長島町永田３０７ー１３６ 　　　辞退

2158
（有）成瀬電気工業

岐阜県恵那市明智町４０１番地１ 　　　辞退



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5月20日　　　　　　10:15

契教総 第 27 号

三郷小学校大規模改修工事（電気）

三郷町

校舎1期　電灯設備工事　1式、受変電設備工事　1式、構内配電線路等　1式、
校舎1期　電灯設備工事　1式、構内交換設備工事　1式、構内情報通信網設備
工事等　1式

工事種別: 電気

予定価格:

入札書比較価格:

    62,954,100 円

    57,231,000 円

2160
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家１２９ー１８   ￥54,680,000

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

令和 3年5月28日
令和 3年5月28日
令和 5年3月24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5月20日　　　　　　14:20

契総財 第 16 号

恵那市役所等消防設備保守点検業務委託

恵那市

施工場所：市役所庁舎、各会議棟、市民会館、各振興事務所、各コミュニティ
センター　施工内容：機器点検、総合点検を各１回実施（年間）　異常個所の
確認及び軽微な修繕

1412
恵那防災（株）

岐阜県恵那市大井町2625-40    ￥1,940,000

3155
（株）中部防災設備

岐阜県恵那市三郷町佐々良木1938-1-2 落札   ￥1,515,100

4083
山岡電気工事（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向555 　　　辞退

4696
アンキファシリティ（株）

岐阜県恵那市大井町1147-247    ￥2,000,000

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

令和 3年5月26日
令和 3年6月1日
令和 5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5月20日　　　　　　14:30

契議 第 10 号

恵那市議会本会議会議録作成（単価契約）

恵那市議会事務局

恵那市議会定例会及び臨時会に係る会議録の作成業務で会議録の調整方法は録
音データ（発言記録）を全文反訳し職員の校正を経て会議録の印刷製本までを
行う業務委託

126
名北ワード（株）

岐阜県各務原市鵜沼羽場町5-176    ￥1,031,700

1663
（株）大和速記情報センター　名古屋営業所

愛知県名古屋市中区錦2-12-14 　　　辞退

1766
（株）サン・ライティング

兵庫県神戸市中央区多聞通3-3-16 　　　辞退

1796
（株）会議録研究所

東京都新宿区市谷八幡町16    ￥1,051,200

1840
神戸綜合速記（株）

兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8      ￥999,400

2676
（有）白坂速記事務所

石川県金沢市窪7-263 　　　辞退

2890
（株）ぎじろくセンター　東京営業所

東京都中央区日本橋小舟町9-3 落札     ￥830,600

2910
（福）AJU自立の家　わだちコンピューターハウス

愛知県名古屋市昭和区下構町1-3-3 　　　辞退



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5月20日　　　　　　14:30

契議 第 10 号

恵那市議会本会議会議録作成（単価契約）

恵那市議会事務局

恵那市議会定例会及び臨時会に係る会議録の作成業務で会議録の調整方法は録
音データ（発言記録）を全文反訳し職員の校正を経て会議録の印刷製本までを
行う業務委託

3817
（株）会議録センター

埼玉県鴻巣市鎌塚1-4-12 　　　辞退

4104
（株）議事録発行センター

岡山県岡山市北区高柳西町1-23 　　　辞退

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

令和 5年5月26日
令和 3年5月26日
令和 4年3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5月20日　　　　　　14:50

契公下 第 11 号

不明水調査業務委託

大井町・岩村町

公共区域：流量調査　N＝7箇所（30日間計測）　TVカメラ調査工＝1,849m　
　　　　　地下水位調査工＝1箇所（30日間計測）�������特環区域：流量調査
　N＝1箇所（30日間計測）　MP稼働調査　N＝2箇所（30日間計測）

3233
（株）古賀クリーナー　多治見支店

岐阜県多治見市住吉町2-2-2   ￥16,600,000

4076
管清工業（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市茜部菱野1-49   ￥15,700,000

4094
（株）日本インシーク　岐阜営業所

岐阜県岐阜市白山町2-15 　　　辞退

4141
（株）高島衛生

岐阜県岐阜市柳津町丸野4-80   ￥15,800,000

4287
中日コプロ（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市細畑6-1-1   ￥16,000,000

4332
（有）中部環境

岐阜県瑞浪市土岐町1187-1   ￥15,900,000

4333
（株）東利　岐阜支店

岐阜県海津市南濃町山崎965-2   ￥16,000,000

4363
（株）芙蓉施設センター　土岐営業所

岐阜県土岐市泉大島町4-15-1 落札  ￥15,500,000



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5月20日　　　　　　14:50

契公下 第 11 号

不明水調査業務委託

大井町・岩村町

公共区域：流量調査　N＝7箇所（30日間計測）　TVカメラ調査工＝1,849m　
　　　　　地下水位調査工＝1箇所（30日間計測）�������特環区域：流量調査
　N＝1箇所（30日間計測）　MP稼働調査　N＝2箇所（30日間計測）

4470
中日本建設コンサルタント（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市市橋3-8-3 　　　辞退

6001
（株）サンセルフ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市長良1034-3   ￥18,000,000

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

令和 3年5月26日
令和 3年5月26日
令和 3年12月24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5月20日　　　　　　15:00

契教生 第 42 号

文化センター・かえでホール舞台管理技術業務

恵那市長島町中野・明智町

恵那文化センターに常勤技術者を2名、明智かえでホールに非常勤技術者1名を
配置し、舞台運営を行う。

430
（株）綜合舞台はぐるま

岐阜県岐阜市西野町1-11-2 　　　辞退

552
（有）スタッフプランニング

愛知県名古屋市千種区松軒1-5-17 　　　欠席

1115
（株）シーエスエス総合舞台

愛知県名古屋市千種区松軒1-5-16   ￥64,080,000

1283
（株）ジェイエス

愛知県名古屋市守山区新守山922 落札  ￥37,188,000

1518
（有）ライティングビーム

岐阜県岐阜市西川手7-36 　　　辞退

1732
ホーメックス（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦2-19-11 　　　辞退

1851
（株）エリシアン

岐阜県多治見市小名田町7-22-2   ￥39,456,000

4268
（株）日写

岐阜県岐阜市早田本町3-62 　　　辞退

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

令和 3年5月26日
令和 3年6月1日
令和 6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5月20日　　　　　　15:10

契教幼 第 12 号

中野方こども園・飯地こども園ガス単価契約

中野方こども園・飯地こども園

中野方こども園・飯地こども園のプロパンガス単価契約（令和3年6月1日～令
和6年5月31日）

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1    ￥1,303,200

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19 落札   ￥1,262,520

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

令和 3年5月26日
令和 3年6月1日
令和 6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5月20日　　　　　　15:20

契教幼 第 13 号

大井・東野・みさと・やまびここども園ガス契約

大井・東野・みさと・やまびここども園

大井こども園・東野こども園・みさとこども園・やまびここども園のプロパン
ガス単価契約（令和3年6月1日～令和6年5月31日）

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1 落札   ￥1,783,800

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19    ￥1,803,600

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11    ￥1,939,320

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

令和 3年5月26日
令和 3年6月1日
令和 6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5月20日　　　　　　15:30

契教幼 第 14 号

武並こども園プロパンガス単価契約

武並こども園

武並こども園のプロパンガス単価契約（バルクタンク令和3年6月1日～令和6年
5月31日）

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1 落札   ￥2,147,040

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19 　　　無効

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11    ￥2,300,400

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

令和 3年5月26日
令和 3年6月1日
令和 6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5月20日　　　　　　15:40

契教幼 第 15 号

山岡こども園プロパンガス単価契約

山岡こども園

山岡こども園のプロパンガス単価契約（令和3年6月1日～令和6年5月31日）

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1      ￥725,040

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19      ￥759,600

2276
ライフエナジー山岡（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向453-3      ￥722,520

2718
鈴一物産（株）　岩村営業所

岐阜県恵那市岩村町736-1 　　　辞退

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11      ￥776,520

3188
カク万商店

岐阜県恵那市明智町100-1 　　　辞退

3769
大島商店

岐阜県恵那市山岡町原829 落札     ￥704,160

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2      ￥785,160

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

令和 3年5月26日
令和 3年6月1日
令和 6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5月20日　　　　　　15:50

契教幼 第 16 号

明智こども園プロパンガス単価契約

明智こども園

明智こども園のプロパンガス単価契約（バルクタンク・令和3年6月1日～令和6
年5月31日）

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1    ￥1,148,400

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19    ￥1,188,000

2144
またほん

岐阜県恵那市明智町1862-5    ￥1,168,200

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2 落札   ￥1,108,800

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

令和 3年5月26日
令和 3年6月1日
令和 6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5月20日　　　　　　16:00

契水環 第 9 号

えな斎苑残骨灰処理業務委託

東野えな斎苑

残骨灰処理業務

1122
（有）得重

岐阜県関市小瀬891-11 　　　辞退

1712
（株）三豊

愛知県豊橋市西山町字西山328            ￥1

2528
（株）タムラ

東京都江戸川区西一之江4-9-28            ￥1

2666
（株）ヤマモト

静岡県富士宮市山宮2344            ￥1

2892
（株）元創

東京都杉並区高円寺南3-24-31            ￥1

2893
（株）創和

東京都江戸川区篠崎町3-33-8            ￥1

3118
（有）サンテック

静岡県富士宮市大中里1274-6            ￥1

3244
（株）協働管財

東京都新宿区若葉1-10-11            ￥1



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5月20日　　　　　　16:00

契水環 第 9 号

えな斎苑残骨灰処理業務委託

東野えな斎苑

残骨灰処理業務

3447
（株）三輝

大阪府大阪市北区同心1-10-12            ￥1

3631
（株）阪神マテリアル

大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-2-18
くじ
落札           ￥1

4181
（有）マーク

静岡県浜松市西区入野町16115-15            ￥1

4863
ラボサービス（株）

静岡県富士市鈴川西町14-38            ￥1

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

令和 3年5月26日
令和 3年5月26日
令和 4年3月28日


