
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 2年7月16日　　　　　　09:00

契医高 第 55 号

明日香苑大規模改修工事（建築）

特別養護老人ホーム明日香苑

食堂・機能回復訓練室改修工事、厨房機器工事、洗濯機設置工事、一般・特別
浴室改修工事、1・2階トイレ改修工事、防水改修工事、屋根改修工事、屋上広
場改修工事、EVホール改修、外装・外壁改修、内装改修等

工事種別: 建築一式

予定価格:

入札書比較価格:

   110,788,700 円

   100,717,000 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  ￥97,500,000

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   ￥98,500,000

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   ￥98,000,000

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 2年7月16日　　　　　　09:00

契医高 第 55 号

明日香苑大規模改修工事（建築）

特別養護老人ホーム明日香苑

食堂・機能回復訓練室改修工事、厨房機器工事、洗濯機設置工事、一般・特別
浴室改修工事、1・2階トイレ改修工事、防水改修工事、屋根改修工事、屋上広
場改修工事、EVホール改修、外装・外壁改修、内装改修等

工事種別: 建築一式

予定価格:

入札書比較価格:

   110,788,700 円

   100,717,000 円

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥99,000,000

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

岐阜県恵那市飯地町２８９７ 　　　辞退

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

令和 2年7月31日
令和 2年7月31日
令和 3年3月26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 2年7月16日　　　　　　09:30

契建設 第 85 号

中央道跨道橋橋梁点検業務委託

大井町

橋梁点検N=4橋、交通規制N=1式

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   ￥12,424,000

14
（株）ユニオン　恵那営業所

岐阜県恵那市長島町正家字後田１０６７ー１８６ 　　　辞退

143
大日コンサルタント（株）　東濃事務所

岐阜県中津川市千旦林１６５８番地１３   ￥12,424,000

208
（株）朝日土質設計コンサルタント　東濃営業所

岐阜県多治見市小泉町３ー１２７ー１ 　　　辞退

246
（株）三進　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町中野４５８ー１５   ￥12,424,000

269
（株）興栄コンサルタント　東濃営業所

岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根２０８７ー５１６ 　　　辞退

967
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋（株）多治見
道路事務

岐阜県多治見市白山町３丁目６６番１号 落札  ￥12,120,000

1015
（株）東海プランニング　中津川営業所

岐阜県中津川市千旦林５６３番地１   ￥12,424,000



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 2年7月16日　　　　　　09:30

契建設 第 85 号

中央道跨道橋橋梁点検業務委託

大井町

橋梁点検N=4橋、交通規制N=1式

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   ￥12,424,000

1148
（株）光測量コンサルタント

岐阜県中津川市小川町２ー８   ￥12,420,000

1304
（株）大増コンサルタンツ　東濃営業所

岐阜県多治見市本町一丁目８０番地１   ￥12,424,000

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   ￥12,424,000

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

令和 2年7月29日
令和 2年7月29日
令和 2年11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 2年7月16日　　　　　　09:35

契建リ 第 6 号

黒岩川河川改修測量設計業務委託

大井町

基準点測量　2級基準点　N=2点　4級基準点　N=3点　現地測量（A=5000m2）N=
1式��河川構造物設計　N=1式

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７ 落札   ￥3,200,000

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    ￥3,500,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥3,500,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥3,530,000

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    ￥3,500,000

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    ￥3,400,000

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

令和 2年7月29日
令和 2年7月29日
令和 2年11月27日


