
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 8月12日　　　　　　09:00

契建都 第 29 号
恵那駅西駐車場大規模改修工事
大井町

恵那駅西駐車場の長寿命化を図るため、各階の防水処理、外壁の損耗箇所、ト
イレ（洋式化、オストメイト設置）等の改修を行う。

工事種別: 建築一式

予定価格:
入札書比較価格:

   137,740,900 円
   125,219,000 円

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札 ￥121,400,000

1
大井建設（株）恵那支店

岐阜県恵那市長島町中野１００２ー１  ￥122,000,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４  ￥122,500,000

1078
金子建築工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家１ー５ー５  ￥122,700,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３  ￥123,000,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１  ￥123,500,000

1183
小林住建（株）

岐阜県恵那市東野１４５０ー４  ￥124,000,000

77
（株）小栗材木店

岐阜県恵那市岩村町９２７ 　　　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 8月12日　　　　　　09:00

契建都 第 29 号
恵那駅西駐車場大規模改修工事
大井町

恵那駅西駐車場の長寿命化を図るため、各階の防水処理、外壁の損耗箇所、ト
イレ（洋式化、オストメイト設置）等の改修を行う。

工事種別: 建築一式

予定価格:
入札書比較価格:

   137,740,900 円
   125,219,000 円

197
（株）加藤材木店

岐阜県恵那市明智町５４ー３ 　　　辞退

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 　　　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 8月19日
令和 4年 8月19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 8月12日　　　　　　09:40

契商観 第 53 号
恵那市山城整備事業（一夜城 他）
恵那市南部

間伐A=0.52ha　歩道整備L=95ｍ 看板設置N=8基

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2 落札   ￥3,843,000

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4    ￥3,900,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1    ￥3,900,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827 　　　辞退

4611
（株）安藤林業

岐阜県恵那市上矢作町漆原913 　　　辞退

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

令和 4年 8月17日
令和 4年 8月17日
令和 4年10月 7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 8月12日　　　　　　09:45

契農林 第 32 号
森林環境譲与税間伐事業　串原47.49.50
恵那市串原

間伐面積47.95ha

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827 落札  ￥12,100,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2   ￥12,250,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1   ￥12,250,000

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4   ￥12,270,000

4611
（株）安藤林業

岐阜県恵那市上矢作町漆原913 　　　辞退

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

令和 4年 8月17日
令和 4年 8月17日
令和 5年 3月 6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 8月12日　　　　　　09:50

契農林 第 31 号
森林環境譲与税間伐事業（明智95.96林班）
恵那市明智町

間伐面積35.76ha

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2 落札  ￥11,161,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827   ￥11,270,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1   ￥11,300,000

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4   ￥11,320,000

4611
（株）安藤林業

岐阜県恵那市上矢作町漆原913 　　　辞退

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

令和 4年 8月17日
令和 4年 8月17日
令和 5年 3月 3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 8月12日　　　　　　09:55

契農林 第 30 号
森林環境譲与税間伐事業（笠置68.74林班）
恵那市笠置町

間伐面積19.82ha

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4 落札   ￥7,620,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2    ￥7,710,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1    ￥7,710,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827 　　　辞退

4611
（株）安藤林業

岐阜県恵那市上矢作町漆原913 　　　辞退

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

令和 4年 8月17日
令和 4年 8月17日
令和 5年 2月28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 8月12日　　　　　　10:00

契上水 第 30 号
国道418号付替(飯地)水道管移設設計業務
飯地町西山

配水管詳細設計（現地調査、図面作成、数量積算、審査、協議）　　延長 L=5
48m　　管径 Φ75～Φ150　　仮設管 有

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７ 落札   ￥3,700,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥3,900,000

1092
（有）大矢コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家字後田１０６７ー２６６    ￥3,900,000

5
（株）地域コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家１０６７ー２５０    ￥3,920,000

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

令和 4年 8月17日
令和 4年 8月17日
令和 4年12月16日


