
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 3年5月13日　　　　　　09:05

契建設 第 27 号

市道長島町130号線改良事業補償算定業務委託

長島町

現地踏査、付帯工作物調査、動産調査他。

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥1,780,000

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    ￥1,820,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１ 落札   ￥1,700,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥1,820,000

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    ￥1,800,000

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

令和 3年5月19日
令和 3年5月19日
令和 3年7月30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 3年5月13日　　　　　　09:10

契上水 第 10 号

重要給水施設（岩村）管路設計業務委託

岩村町

現地測量A=0.004㎞2　縦断測量L=0.65㎞��詳細設計L=645m��開削工法設計（φ
150L=205m、φ100L=254m、φ75L=186m）

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥3,100,000

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    ￥3,170,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥3,150,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥3,150,000

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   ￥3,000,000

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    ￥3,100,000

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

令和 3年5月19日
令和 3年5月19日
令和 3年9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

令和 3年5月13日　　　　　　09:15

契上水 第 11 号

重要給水施設（東中）管路設計業務委託

大井町

小口径推進工法設計　Φ150　L=35m　地質調査業務　N=1式　現地測量　N=0.0
01㎞2　縦断測量　N=0.04㎞

347
新日本設計（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市藪田東１ー１０ー８    ￥7,000,000

688
（株）東京設計事務所　岐阜事務所

岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町１ー２７７    ￥7,768,000

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    ￥8,632,000

723
（株）中央設計技術研究所　岐阜事務所

岐阜県岐阜市薮田南一丁目２番３号    ￥7,700,000

1628
（株）東洋設計　岐阜営業所

岐阜県大垣市築捨町５丁目３番地１    ￥8,630,000

2181
（株）日新技術コンサルタント　岐阜出張所

岐阜県岐阜市本町４ー６ 　　　辞退

4390
中部水工設計（株）岐阜事務所

岐阜県多治見市滝呂町１２丁目２１２番地２４ 落札   ￥4,990,000

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

令和 3年5月19日
令和 3年5月19日
令和 3年9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

令和 3年5月13日　　　　　　09:20

契上水 第 12 号

重要給水施設（恵那病院）管路設計業務委託

武並町

測量業務　現地測量　A=0.011km2　縦断測量　L=1.45km��詳細設計　L=1453m
　開削工法設計　配水管Φ150　L=1086m　Φ100　L=367m

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥4,350,000

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    ￥4,460,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥4,400,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥4,450,000

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    ￥4,400,000

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 落札   ￥4,200,000

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

令和 3年5月19日
令和 3年5月19日
令和 3年9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

令和 3年5月13日　　　　　　09:25

契上水 第 13 号

重要給水施設(大井第二小)管路設計業務委託

大井町

測量業務　現地測量　A=0.006km2　縦断測量　L=0.82km��詳細設計　L=822m　
　開削工法設計　配水管Φ200　L=241m　Φ100　L=581m

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥3,400,000

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    ￥3,460,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥3,400,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６ 落札   ￥3,300,000

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    ￥3,400,000

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 3年5月19日
令和 3年5月19日
令和 3年9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

令和 3年5月13日　　　　　　09:30

契上水 第 14 号

重要給水施設（明智）管路設計業務委託

明智町

測量業務 現地測量A=0.004km2縦断測量L=0.56km河川縦断測量L=400m河川横断
測量N=10箇所　詳細設計L=555m 開削工法設計 配水管Φ200L=63mΦ150L=120m
Φ100L=372m 水管橋（添架形式）N=2橋

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７ 落札   ￥7,000,000

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    ￥7,180,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥7,500,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥7,630,000

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    ￥7,500,000

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    ￥7,400,000

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

令和 3年5月19日
令和 3年5月19日
令和 3年9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

令和 3年5月13日　　　　　　09:35

契上水 第 15 号

重要給水施設（山岡）管路設計業務委託

山岡町

現地測量　A=0.003km2　縦断測量L=0.67km　詳細設計L=666m ��開削工法設計
（配水管Φ150）L=666m

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥3,100,000

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    ￥3,160,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１ 落札   ￥3,000,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥3,150,000

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    ￥3,100,000

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    ￥3,070,000

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

令和 3年5月19日
令和 3年5月19日
令和 3年9月21日


