
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6月4日　　　　　　09:25

契建設 第 34 号

上矢作町26号線測量設計業務委託

上矢作町

測量設計業務　路線測量L=300m　設計業務N=1式(L=100m)

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    ￥3,190,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１ 落札   ￥2,870,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥3,190,000

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    ￥3,180,000

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 2年6月10日
令和 2年6月10日
令和 2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

令和 2年6月4日　　　　　　09:30

契建設 第 35 号

串原15号線測量設計業務委託

串原

測量設計業務　路線測量L=160m　設計業務N=1式(L=160m)

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥2,850,000

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    ￥2,900,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥2,910,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥2,900,000

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 落札   ￥2,600,000

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    ￥2,800,000

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

令和 2年6月10日
令和 2年6月10日
令和 2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

令和 2年6月4日　　　　　　09:35

契建設 第 39 号

槇ヶ根排水路測量業務委託

長島町槇ヶ根

基準点測量N=3点　路線測量L=0.35km　水路断面決定1業務

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７ 落札   ￥2,000,000

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    ￥2,300,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥2,320,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥2,320,000

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    ￥2,300,000

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    ￥2,250,000

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

令和 2年6月10日
令和 2年6月10日
令和 3年2月1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6月4日　　　　　　09:40

契建設 第 40 号

山岡町262号線測量設計業務委託

山岡町原

【測量】路線測量　L=0.2km　【設計】水路断面決定 1業務　水路平面・縦断
図1式　数量計算1式

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥2,250,000

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    ￥2,330,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥2,330,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥2,330,000

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    ￥2,300,000

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   ￥2,150,000

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

令和 2年6月10日
令和 2年6月10日
令和 2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

令和 2年6月4日　　　　　　09:45

契建都 第 23 号

（仮称）武並道の駅基本構想策定業務

恵那市

施設整備方針の立案・取りまとめ＝一式、　フィジビリティスタディ＝一式
委員会開催支援＝一式

94
サンコーコンサルタント（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市市橋６ー１３ー１７ 　　　辞退

138
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

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

300
セントラルコンサルタント（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８ 　　　辞退

490
大日本コンサルタント（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市市橋３ー１ー２１    ￥2,393,000

569
（株）オオバ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市福住町１ー２０ 　　　辞退

701
新晃コンサルタント（株）恵那支店

岐阜県恵那市中野方町２２６４番地２    ￥2,300,000

958
（株）長大　岐阜営業所

岐阜県可児市土田５２１８ー１ 落札   ￥2,120,000



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6月4日　　　　　　09:45

契建都 第 23 号

（仮称）武並道の駅基本構想策定業務

恵那市

施設整備方針の立案・取りまとめ＝一式、　フィジビリティスタディ＝一式
委員会開催支援＝一式

1002
パシフィックコンサルタンツ（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市元町二丁目９番地４０３号 　　　辞退

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    ￥2,160,000

1378
国際航業（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地 　　　辞退

1662
中央コンサルタンツ（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市金町６ー６ 　　　辞退

1671
（株）国際開発コンサルタンツ　岐阜事務所

岐阜県岐阜市玉宮町一丁目３番２号 　　　辞退

1690
アジア航測（株）恵那営業所

岐阜県恵那市大井町神ノ木２７１ー１４    ￥2,390,000

1760
（株）オリエンタルコンサルタンツ　岐阜事務所

岐阜県岐阜市藪田南１ー２ー３ 　　　辞退

1813
八千代エンジニヤリング（株）岐阜事務所

岐阜県大垣市桐ケ崎町３７番地２ 　　　辞退

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

令和 2年6月10日
令和 2年6月10日
令和 3年3月19日


