
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

平成30年10月25日　　　　　　09:25

建設 第 121 号

北山川河川改修工事

三郷町、武並町

施工延長L=525m(No.3～No.29+5.0)　土工　一式、法面工　A=2,990㎡（法面整形工、植生工）、流
路工　A=2,397㎡（ブロック積工）、床固工　一式（落差工、水叩工、ブロック積工）、排水工　
一式（縦排水工他）、仮設工　一式（仮設道路工、仮設排水工他）

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

   161,707,320 円

   149,729,000 円

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５  ￥146,750,000

47
（株）中神工務店

岐阜県恵那市長島町正家７２２ー７  ￥146,800,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４  ￥146,500,000

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１ 　　　辞退

203
（株）マルト建設

岐阜県恵那市飯地町２７４ 　　　辞退

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１  ￥148,330,000

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  ￥146,800,000



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

平成30年10月25日　　　　　　09:25

建設 第 121 号

北山川河川改修工事

三郷町、武並町

施工延長L=525m(No.3～No.29+5.0)　土工　一式、法面工　A=2,990㎡（法面整形工、植生工）、流
路工　A=2,397㎡（ブロック積工）、床固工　一式（落差工、水叩工、ブロック積工）、排水工　
一式（縦排水工他）、仮設工　一式（仮設道路工、仮設排水工他）

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

   161,707,320 円

   149,729,000 円

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３  ￥147,000,000

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１ 　　　辞退

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札 ￥143,800,000

1310
かね大建設（株）

岐阜県恵那市飯地町１６７１ー３  ￥148,550,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１  ￥147,500,000

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:

本契約締結の日
本契約締結の日
平成32年1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

平成30年10月25日　　　　　　09:30

農林 第 39 号

公共林道大沢線災害復旧工事

恵那市飯地町

施工延長　L=15.0ｍ　掘削工10ｍ3　残土処理工98ｍ3　モルタル吹付工（t=7
㎝）209.2ｍ2　植生基材吹付工（t=3㎝）11.1ｍ2

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     3,095,280 円

     2,866,000 円

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５ 　　　辞退

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥2,860,000

203
（株）マルト建設

岐阜県恵那市飯地町２７４    ￥2,800,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５ 　　　無効

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１ 　　　辞退

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３    ￥2,830,000

1310
かね大建設（株）

岐阜県恵那市飯地町１６７１ー３ 落札   ￥2,720,000

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

平成30年10月29日
平成30年10月29日
平成31年2月15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

平成30年10月25日　　　　　　09:35

建設 第 128 号

工第60号　串原46号線道路災害復旧工事

恵那市串原　閑羅瀬

工第60号　串原46号線　復旧延長L=24.0m　補強土壁工L=17.6m　壁面工A=101.
6m2��小口止工N=2箇所　雑工（取付工）N=2箇所　大型土のう工N=227袋　仮設
道L=38.7m　��V=224m3　

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    19,454,040 円

    18,013,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１ 　　　辞退

239
（株）川村工務店

岐阜県恵那市明智町１２２９ー１ 　　　辞退

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

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札  ￥17,900,000

1441
（有）共和土木

岐阜県恵那市上矢作町１２８２ 　　　辞退

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３   ￥18,000,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１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

平成30年10月25日　　　　　　09:35

建設 第 128 号

工第60号　串原46号線道路災害復旧工事

恵那市串原　閑羅瀬

工第60号　串原46号線　復旧延長L=24.0m　補強土壁工L=17.6m　壁面工A=101.
6m2��小口止工N=2箇所　雑工（取付工）N=2箇所　大型土のう工N=227袋　仮設
道L=38.7m　��V=224m3　

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    19,454,040 円

    18,013,000 円

3843
（株）纐纈

岐阜県恵那市山岡町原１４２８ー２９ 　　　辞退

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

平成30年10月31日
平成30年10月31日
平成31年3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

平成30年10月25日　　　　　　09:40

建都 第 43 号

正家第二土地区画整理区域内公園詳細設計委託

長島町正家

公園詳細設計委託　1号公園詳細設計　一式、2号公園詳細設計　一式

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥2,750,000

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    ￥2,800,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥2,780,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥2,700,000

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 落札   ￥2,560,000

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    ￥2,700,000

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

平成30年10月29日
平成30年10月29日
平成31年2月22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

平成30年10月25日　　　　　　09:45

建都 第 45 号

都市計画道路及び用途地域等見直し検討業務

恵那市

都市計画道路の見直し、用途地域の見直し、都市計画マスタープラン等の改正
案作成

246
（株）三進　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町中野４５８ー１５    ￥8,700,000

569
（株）オオバ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市福住町１ー２０ 落札   ￥6,600,000

599
玉野総合コンサルタント（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市藪田南１丁目５ー１    ￥8,700,000

713
（株）テイコク　中津川営業所

岐阜県中津川市中津川字地蔵堂８８３ー２２８    ￥8,708,000

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

1386
ダイシンコンサルタント（株）恵那営業所

岐阜県恵那市大井町２７１２ー４９    ￥8,500,000

1672
（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ー２２    ￥8,698,000

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

平成30年10月29日
平成30年10月29日
平成31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

平成30年10月25日　　　　　　09:50

商観 第 90 号

道の駅ラフォーレ福寿の里改修設計業務委託

上矢作町

実施設計業務及び調査・打合せ

655
（株）エイ・ケイ設計

岐阜県多治見市音羽町４ー４７ー５    ￥2,700,000

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    ￥2,584,800

862
（株）波多野設計

岐阜県土岐市肥田浅野朝日町２ー３３ー２    ￥2,740,000

1198
マヂス設計工房

岐阜県多治見市広小路４ー３９    ￥2,700,000

1276
（株）梶田設計

岐阜県瑞浪市南小田町３ー２ 　　　辞退

1297
（有）エース設計

岐阜県多治見市小名田町小滝５番地の３７３    ￥2,680,000

1352
（株）熊谷設計

岐阜県多治見市上野町１丁目２６番地 　　　辞退

1369
（株）日比野建築デザイン

岐阜県多治見市前畑町３ー２６ 　　　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

平成30年10月25日　　　　　　09:50

商観 第 90 号

道の駅ラフォーレ福寿の里改修設計業務委託

上矢作町

実施設計業務及び調査・打合せ

1654
ＴＵＫＵＭＡ設計

岐阜県恵那市大井町２６９３ー７１９ 落札   ￥2,500,000

1887
加地建築設計事務所

岐阜県中津川市付知町５７６３ー２ 　　　辞退

4002
（有）山田一級建築設計事務所

岐阜県多治見市宝町１２ー５６ 　　　辞退

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

平成30年10月29日
平成30年10月29日
平成31年3月25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

平成30年10月25日　　　　　　13:30

総危 第 9 号

消防防災センター備蓄倉庫備蓄品購入事業

長島町消防防災センター

恵那市消防防災センター備蓄倉庫内に備蓄されている保存食（アルファ米）及
び保存水の購入

178
（株）富士

岐阜県岐阜市加納清野町34    ￥1,215,000

602
丸新消防（株）

岐阜県高山市昭和町3-178    ￥1,116,500

628
（株）三陽商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市本郷町4-2    ￥1,214,400

842
テツ商会（株）

岐阜県岐阜市明神町2-15 落札   ￥1,093,200

1277
中部化成薬品（株）

岐阜県岐阜市秋津町5    ￥1,412,640

1287
（株）黒田商事　岐阜営業所

岐阜県中津川市神坂3506-84 　　　辞退

1412
恵那防災（株）

岐阜県恵那市大井町2625-40    ￥1,250,000

1561
岐阜ヤナセ（株）

岐阜県岐阜市金園町8-11    ￥1,300,000



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

平成30年10月25日　　　　　　13:30

総危 第 9 号

消防防災センター備蓄倉庫備蓄品購入事業

長島町消防防災センター

恵那市消防防災センター備蓄倉庫内に備蓄されている保存食（アルファ米）及
び保存水の購入

1869
（有）ＴＥＳミツオカ

岐阜県恵那市長島町永田483-9    ￥1,680,000

2235
（株）システムヨシムラ

岐阜県中津川市中津川3133-1    ￥1,394,400

2256
（有）ライフサポートぎふ

岐阜県中津川市駒場731-4    ￥1,353,432

2284
岐阜中央防災

岐阜県岐阜市蔵前5-4-3-1    ￥1,411,200

2714
（株）ディエスジャパン　岐阜店

岐阜県岐阜市茜部野瀬1-31-1 　　　辞退

3814
（株）アクト

岐阜県多治見市上野町5-38-1 　　　辞退

4308
（株）ウスイ消防

岐阜県岐阜市金園町3-25    ￥1,128,000

4318
アンシンク（株）

岐阜県岐阜市須賀3-1-22    ￥1,123,200



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

平成30年10月25日　　　　　　13:30

総危 第 9 号

消防防災センター備蓄倉庫備蓄品購入事業

長島町消防防災センター

恵那市消防防災センター備蓄倉庫内に備蓄されている保存食（アルファ米）及
び保存水の購入

4696
アシスト

岐阜県恵那市大井町1147-168    ￥1,493,760

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

平成30年10月29日
平成30年10月29日
平成30年12月21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

平成30年10月25日　　　　　　13:40

東事 第 2 号

プロパンガスの単価契約（東野コミセン）

恵那市東野コミュニティセンター

東野コミュニティセンターで使用するプロパンガスの単価契約。

900
中部プロパン（株）　恵那店

岐阜県恵那市長島町中野字槇ヶ根1269-11    ￥2,301,750

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   ￥2,227,500

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19    ￥2,376,000

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11    ￥2,376,000

3331
倉知本店

岐阜県恵那市長島町中野485-7 　　　辞退

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

平成30年10月29日
平成30年11月1日
平成33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

平成30年10月25日　　　　　　13:50

市税 第 18 号

固定資産土地評価替業務

長島町

平成３３年基準の評価替えに向けて、状況類似地区、用途地区の見直し、新規
路線及び標準宅地の選定や価格の算定を行う

111
（株）四門　岐阜支店

岐阜県岐阜市茶屋新田２ー４ー５   ￥26,160,000

569
（株）オオバ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市福住町１ー２０   ￥26,000,000

599
玉野総合コンサルタント（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市藪田南１丁目５ー１ 　　　無効

858
（株）水野総合鑑定

岐阜県岐阜市市橋６ー１０ー１８ 落札   ￥7,700,000

948
板津不動産鑑定（株）

岐阜県多治見市日ノ出町１ー２５ 　　　辞退

1553
（株）エイト日本技術開発　岐阜事務所

岐阜県岐阜市西荘１丁目１３番１５号 　　　辞退

1557
（株）間瀬コンサルタント　岐阜営業所

岐阜県岐阜市西野町一丁目１２番地 　　　無効

1616
（株）新日　岐阜支店

岐阜県岐阜市松原町７   ￥26,000,000



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

平成30年10月25日　　　　　　13:50

市税 第 18 号

固定資産土地評価替業務

長島町

平成３３年基準の評価替えに向けて、状況類似地区、用途地区の見直し、新規
路線及び標準宅地の選定や価格の算定を行う

2141
（株）総合鑑定調査　岐阜支店

岐阜県中津川市茄子川１３８３番地１０   ￥19,000,000

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

平成30年10月29日
平成30年10月29日
平成33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

平成30年10月25日　　　　　　14:00

商観 第 82 号

山岡駅かんてんかん冷蔵庫修繕事業

山岡町

業務用冷蔵庫本体はそのまま利用し、冷却ユニットの交換を行う。

1707
ヤマモトエナジー販売（株）　

岐阜県恵那市大井町1213-1      ￥819,443

2718
鈴一物産（株）　岩村営業所

岐阜県恵那市岩村町736-1      ￥793,000

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11      ￥923,000

4085
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見1092-7 落札     ￥780,000

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

平成30年10月29日
平成30年10月29日
平成30年12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

平成30年10月25日　　　　　　14:10

商観 第 91 号

恵那山荘重油地下タンクFRP塗装修繕工事

東野

恵那山荘重油地下タンクFRP塗装修繕　　1式

471
山本石油（株）

岐阜県恵那市大井町271-5    ￥2,685,000　　　辞退

1412
恵那防災（株）

岐阜県恵那市大井町2625-40    ￥2,860,000　　　辞退

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 　　　辞退 　　　辞退

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2    ￥2,700,000

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

平成30年10月29日
平成30年10月29日
平成31年3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

平成30年10月25日　　　　　　14:20

建設 第 105 号

凍結防止剤購入事業(国内製造品)単価契約

恵那市

凍結防止剤（塩化カルシウム　国内製造品）、200,000kg（予定）

496
中央紙運輸（株）

岐阜県中津川市千旦林224-1   ￥12,840,000

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4 落札  ￥12,100,000

1287
（株）黒田商事　岐阜営業所

岐阜県中津川市神坂3506-84   ￥13,600,000

1639
（株）ヤマス

岐阜県土岐市御幸町2-31   ￥12,600,000

3148
篠田（株）　東濃営業所

岐阜県中津川市茄子川字中垣外1683-1767   ￥13,600,000

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   ￥12,800,000

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

平成30年10月29日
平成30年10月29日
平成31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

平成30年10月25日　　　　　　14:30

建設 第 106 号

凍結防止剤購入事業(国外製造品)単価契約

恵那市

凍結防止剤（塩化カルシウム　国外製造品）、100,000kg（予定）

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4    ￥5,900,000

1287
（株）黒田商事　岐阜営業所

岐阜県中津川市神坂3506-84 落札   ￥4,950,000

1639
（株）ヤマス

岐阜県土岐市御幸町2-31    ￥5,600,000

3148
篠田（株）　東濃営業所

岐阜県中津川市茄子川字中垣外1683-1767    ￥6,500,000

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    ￥5,800,000

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

平成30年10月29日
平成30年10月29日
平成31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

平成30年10月25日　　　　　　14:40

藤苑 第 12 号

藤花苑機能検査業務委託

武並町藤花苑

施設の概況調査、運転状況調査、運転管理実績調査、理化学検査、設備検査等

158
（株）環境総合リサーチ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市吉野町6-14      ￥700,000

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8      ￥680,000

691
（株）静環検査センター　岐阜営業所

岐阜県岐阜市細畑3-7-21      ￥700,000

3928
（株）中部設計　下呂営業所

岐阜県下呂市萩原町羽根2575-2 　　　辞退

4049
（一財）岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜県岐阜市曙町4-6 落札     ￥586,000

4476
（株）オオバ岐阜営業所

岐阜県岐阜市福住町1-20    ￥1,300,000

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

平成30年10月29日
平成30年10月29日
平成31年3月15日


