
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3月10日　　　　　　09:00

契医高 第 70 号
ひまわり大規模改修工事（建築主体）
介護老人保健施設ひまわり

屋根・外壁・外装改修工事、塗装改修工事、防水改修工事、建具改修工事、内
装改修工事、建具改修工事、4床増床工事

工事種別: 建築一式

予定価格:
入札書比較価格:

   133,897,500 円
   121,725,000 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  ￥121,500,000

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  ￥121,300,000

197
（株）加藤材木店

岐阜県恵那市明智町５４ー３ 　　　無効

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札 ￥121,000,000

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 4年3月10日　　　　　　09:00

契医高 第 70 号
ひまわり大規模改修工事（建築主体）
介護老人保健施設ひまわり

屋根・外壁・外装改修工事、塗装改修工事、防水改修工事、建具改修工事、内
装改修工事、建具改修工事、4床増床工事

工事種別: 建築一式

予定価格:
入札書比較価格:

   133,897,500 円
   121,725,000 円

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５  ￥121,120,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 　　　辞退

2371
（株）舘林

岐阜県恵那市大井町２０８７ー５２１ 　　　辞退

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

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

契医高 第 71 号
ひまわり大規模改修工事（機械設備）
介護老人保健施設ひまわり

空調機器設備工事、自動制御設備工事
工事種別: 管

予定価格:
入札書比較価格:

    69,515,600 円
    63,196,000 円

17
（株）澤田管工

岐阜県恵那市長島町中野３５８ー６ 　　　辞退

25
（有）可知水道

岐阜県恵那市長島町中野３９６ 　　　辞退

69
（株）奥山水道設備工業

岐阜県恵那市大井町２１９４ー３４ 　　　辞退

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 　　　辞退

700
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見１０９２ー７ 　　　辞退

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１ 落札  ￥61,500,000

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９   ￥62,580,000

1982
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町４７４ー２   ￥62,196,000



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 4年3月10日　　　　　　09:05

契医高 第 71 号
ひまわり大規模改修工事（機械設備）
介護老人保健施設ひまわり

空調機器設備工事、自動制御設備工事
工事種別: 管

予定価格:
入札書比較価格:

    69,515,600 円
    63,196,000 円

1997
（株）くらしの東栄

岐阜県恵那市大井町２０８７ー８   ￥61,980,000

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   ￥62,000,000

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

令和 4年3月18日
令和 4年3月18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 4年3月10日　　　　　　14:00

契水環 第 178 号
低濃度臭気用脱臭装置活性炭交換業務委託
エコセンター恵那

エコセンター恵那施設内の低濃度臭気用脱臭装置・ごみピット用脱臭装置の活
性炭交換業務。

987
木全化学（株）

岐阜県多治見市錦町3-5-2    ￥4,500,000

1287
（株）黒田商事　岐阜営業所

岐阜県中津川市神坂3506-84    ￥4,366,520

1477
（株）高和

岐阜県恵那市長島町中野700-1 　　　辞退

2179
朝日ろ過材（株）

岐阜県土岐市肥田浅野双葉町1-1-1 落札   ￥3,000,000

4190
中部クリーン（株）　中津川営業所

岐阜県中津川市栄町2-8    ￥4,500,000

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

令和 4年3月16日
令和 4年3月16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 4年3月10日　　　　　　14:10

契総財 第 54 号
危険木伐採・処分業務委託
恵那市上矢作町下７１２－１

危険木伐採２本、伐採木運搬・処分

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4      ￥720,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2 落札     ￥716,000

4404
（株）タスキグリーンワークス

岐阜県恵那市大井町2719-125    ￥1,300,000

4993
幸園

岐阜県恵那市大井町1156-23      ￥810,000

6058
Y’sVision（株）

岐阜県恵那市上矢作町3516-4      ￥732,000

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

令和 4年3月16日
令和 4年3月16日
令和 4年3月30日


