
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25日　　　　　　09:00

契建設 第 64 号
飯地中野方線勢後橋上部工架設工事
中野方町

施工延長　L=380.0ｍ　W=4.0（5.0)ｍ  道路土工一式、補強土壁工A=106㎡、
ブロック積工A=99㎡、側溝工L=261ｍ  コンクリート橋上部工（PC桁）一式

工事種別: 土木一式

予定価格:
入札書比較価格:

   144,097,800 円
   130,998,000 円

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１ 落札 ￥128,000,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５  ￥130,000,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３  ￥130,600,000

203
（株）マルト建設

岐阜県恵那市飯地町２７４  ￥130,800,000

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５ 　　　辞退

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 　　　辞退

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー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 4年 8月25日　　　　　　09:00

契建設 第 64 号
飯地中野方線勢後橋上部工架設工事
中野方町

施工延長　L=380.0ｍ　W=4.0（5.0)ｍ  道路土工一式、補強土壁工A=106㎡、
ブロック積工A=99㎡、側溝工L=261ｍ  コンクリート橋上部工（PC桁）一式

工事種別: 土木一式

予定価格:
入札書比較価格:

   144,097,800 円
   130,998,000 円

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１ 　　　辞退

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１ 　　　辞退

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５ 　　　辞退

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 　　　辞退

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 　　　辞退

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３ 　　　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 9月 2日
令和 4年 9月 2日
令和 5年 3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25日　　　　　　09:30

契医高 第 34 号
明日香苑建築基準法第12条定期点検業務委託
介護老人福祉施設明日香苑

建築基準法第12条定期点検報告書の作成および提出

1654
ＴＵＫＵＭＡ設計

岐阜県恵那市大井町２６９３ー７１９ 落札     ￥570,000

3518
（特非）いわむらでんでんけん

岐阜県恵那市岩村町本町２０９番地４      ￥608,000

766
（株）中島重機土木　設計工房　中島

岐阜県恵那市明智町１０８５ー３      ￥629,000

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

令和 4年 8月31日
令和 4年 8月31日
令和 4年12月23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25日　　　　　　09:35

契農林 第 38 号
森林環境保全直接支援事業（串原鹿ノ瀬）
串原

定性間伐A=7.31ha　集材・造材・材運搬V=400m3

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2 落札   ￥7,946,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827    ￥8,000,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1    ￥8,040,000

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4    ￥8,050,000

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31日
令和 4年 8月31日
令和 5年 1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25日　　　　　　09:40

契建設 第 61 号
岩村町52号線道路詳細設計業務委託
岩村町飯羽間

道路詳細設計L=420ｍ、路線測量L=420m、4級基準点測量N=9点

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 落札   ￥8,360,000

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥8,600,000

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    ￥8,700,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥8,750,000

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

令和 4年 8月31日
令和 4年 8月31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25日　　　　　　09:45

契建リ 第 8 号
野尻野畑線路線測量業務
大井町

路線測量業務L=1.32ｋｍ　打合せN=1業務

1178
（有）恵那コンサルタント

岐阜県恵那市長島町永田７１６ー２１７ 落札   ￥7,550,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥7,560,000

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥7,800,000

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    ￥7,800,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥7,900,000

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    ￥7,964,000

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

令和 4年 8月31日
令和 4年 8月31日
令和 5年 1月27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25日　　　　　　14:00

契水環 第 95 号
資源（金属類）の売り払い（単価契約）
恵那市リサイクルセンター

アルミ缶（プレス済）、アルミ製品（鍋、やかん類）、金属類（現状）、金属
類（破砕プレス済）の売り払い

3178
（株）大脇商店　恵那工場

岐阜県恵那市長島町永田木ノ下546-25 落札   ￥4,330,000

3192
（株）国本商店

岐阜県恵那市明智町大田1266-4    ￥3,685,000

3137
東海エコシステム（株）

岐阜県恵那市長島町久須見1135-30 　　　辞退

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

令和 4年 9月 1日
令和 4年 9月 1日
令和 4年12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 8月25日　　　　　　14:10

契医高 第 32 号
老健ひまわり超低床ベッド購入事業
恵那市介護老人保健施設ひまわり

超低床ベッド4台、ベッドサイドレール4組、スイングアーム介助バー4台

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639 落札   ￥1,180,000

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4    ￥1,300,000

2238
（株）八神製作所　多治見営業所

岐阜県多治見市太平町5-15-1    ￥1,300,000

3808
（有）中部ＧＰＦ

岐阜県恵那市長島町中野1216-8    ￥1,688,000

36
（株）メディセオ　多治見支店

岐阜県多治見市太平町5-9 　　　辞退

2256
（有）ライフサポートぎふ

岐阜県中津川市駒場731-4 　　　辞退

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

令和 4年 8月31日
令和 4年 8月31日
令和 4年10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 8月25日　　　　　　14:20

契医地 第 32 号
三郷診療所心電図検査装置購入事業
恵那市三郷町

心電図検査装置１台の購入

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639 落札   ￥1,870,000

2238
（株）八神製作所　多治見営業所

岐阜県多治見市太平町5-15-1    ￥2,300,000

3808
（有）中部ＧＰＦ

岐阜県恵那市長島町中野1216-8    ￥2,300,000

1138
アルフレッサ（株）　多治見支店

岐阜県多治見市小泉町1-21-3 　　　辞退

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1 　　　辞退

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

令和 4年 8月31日
令和 4年 8月31日
令和 4年12月 5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25日　　　　　　14:30

契農政 第 25 号
恵那市農業振興地域整備計画更新業務委託
恵那市

基礎調査（農家意向調査、基礎資料作成、地番一覧作成）、整備計画書作成、
システムデータ入力

4243
（株）カナエジオマチックス　岐阜支店

岐阜県中津川市茄子川字前田1383-10 落札   ￥6,150,000

4241
（株）イビソク　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町永田字中島348-22    ￥6,300,000

4144
（株）フジヤマ　岐阜営業所

岐阜県多治見市市之倉町1-232    ￥6,500,000

4328
（株）名邦テクノ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市栄新町3-92    ￥6,500,000

4111
（株）創建　岐阜支店

岐阜県岐阜市加納村松町1-7 　　　辞退

4203
ランドブレイン（株）　岐阜事務所

岐阜県岐阜市此花町6-8 　　　辞退

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

令和 4年 8月31日
令和 4年 8月31日
令和 6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 4年 8月25日　　　　　　14:40

契教総 第 129 号
明智給食センターコンビオーブン購入事業
明智町明智学校給食センター

コンビオーブン（株）AIHO製ACO－302ES（電気式）１台の購入及び設置。  既
設品の撤去及び処分。給排水及び電気接続。

4095
岐阜アイホー調理機（株）

岐阜県岐阜市中鶉2-105 落札   ￥4,400,000

1293
日本調理機（株）　中部支店　岐阜営業所

岐阜県羽島郡岐南町平成1-80    ￥4,425,000

4272
（株）中西製作所　岐阜営業所

岐阜県岐阜市六条江東1-1-3    ￥4,450,000

4127
（株）セイコー

岐阜県岐阜市鏡島2004-6    ￥4,550,000

2182
ホシザキ東海（株）　東濃営業所

岐阜県多治見市十九田町2-76    ￥4,600,000

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

令和 4年 8月31日
令和 4年 8月31日
令和 4年12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 4年 8月25日　　　　　　14:50

契教総 第 118 号
明智学校給食センタープロパンガス購入
明智町明智学校給食センター

明智学校給食センターで使用するプロパンガス１立米当たりの単価契約

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   ￥4,200,000

1885
東邦液化ガス（株）　岐阜支店　恵那営業所

岐阜県恵那市大井町667-19    ￥4,440,000

2144
またほん

岐阜県恵那市明智町1862-5    ￥4,560,000

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2    ￥4,680,000

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    ￥4,800,000

2219
山丸屋商店

岐阜県恵那市岩村町1575-2 　　　辞退

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

令和 4年 9月 1日
令和 4年 9月 1日
令和 5年 8月31日


