
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11日　　　　　　09:50

契建設 第 51 号

長島奥戸線(河鹿橋)道路概略・予備設計業務

長島町

道路概略設計（B）L=0.3km　道路予備設計（A）L=0.3km　打合せ　N=1業務

30
中野測量設計（株）

岐阜県中津川市東宮町４ー２０    ￥2,195,000

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 落札     ￥950,000

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

214
大同コンサルタンツ（株）中津川営業所

岐阜県中津川市千旦林１１２２番地の２    ￥2,190,000

246
（株）三進　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町中野４５８ー１５    ￥2,050,000

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    ￥2,195,000

432
（株）野田コンサルタント　中津川営業所

岐阜県中津川市落合３１１ー５    ￥2,195,000

435
（株）創信　恵那営業所

岐阜県恵那市岩村町２４３６ー１    ￥2,195,000



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11日　　　　　　09:50

契建設 第 51 号

長島奥戸線(河鹿橋)道路概略・予備設計業務

長島町

道路概略設計（B）L=0.3km　道路予備設計（A）L=0.3km　打合せ　N=1業務

581
（株）石田技術コンサルタンツ　恵那営業所

岐阜県恵那市長島町中野２９３番地４    ￥2,190,000

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    ￥2,195,000

753
（株）メイホーエンジニアリング　恵那営業所

岐阜県恵那市長島町永田４１５番地    ￥2,195,000

944
（株）三栄コンサルタント　東濃営業所

岐阜県恵那市大井町２６３１番地７９    ￥2,195,000

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    ￥2,195,000

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    ￥2,195,000

1222
（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番１０ 　　　辞退

1226
（株）中部テック　東濃営業所

岐阜県多治見市大畑町赤松７ー２０    ￥2,195,000



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11日　　　　　　09:50

契建設 第 51 号

長島奥戸線(河鹿橋)道路概略・予備設計業務

長島町

道路概略設計（B）L=0.3km　道路予備設計（A）L=0.3km　打合せ　N=1業務

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    ￥1,950,000

1382
（株）フジヤマ　岐阜営業所

岐阜県多治見市市之倉町１ー２３２    ￥2,195,000

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    ￥2,100,000

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

令和 2年6月17日
令和 2年6月17日
令和 2年9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

令和 2年6月11日　　　　　　09:55

契建設 第 57 号

急傾斜地対策事業大井工区測量設計業務委託

大井町

現地測量1/1000A=0.3ha、横断測量6箇所、詳細設計N=1式

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７      ￥888,000

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      ￥890,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１ 落札     ￥800,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６      ￥898,000

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      ￥890,000

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      ￥850,000

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

令和 2年6月17日
令和 2年6月17日
令和 2年10月16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11日　　　　　　14:00

契市税 第 8 号

固定資産支援システム地番現況図データ補正

恵那市

土地の現況把握を正確かつ効率的に進めるため、税務課内で管理する地番現況
図データを補正する。

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７ 　　　辞退

598
朝日航洋（株）岐阜支店

岐阜県大垣市今宿６丁目５２番地１８    ￥9,500,000

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 　　　辞退

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   ￥10,000,000

888
中日本航空（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市長住町９ー１１   ￥10,200,000

1077
（株）パスコ　岐阜支店

岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地    ￥9,900,000

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 　　　辞退

1222
（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番１０ 落札   ￥8,300,000



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

令和 2年6月11日　　　　　　14:00

契市税 第 8 号

固定資産支援システム地番現況図データ補正

恵那市

土地の現況把握を正確かつ効率的に進めるため、税務課内で管理する地番現況
図データを補正する。

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   ￥10,150,000

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   ￥11,500,000

3973
（株）中測技研　岐阜支店

岐阜県岐阜市鏡島西三丁目１８番１３    ￥9,300,000

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

令和 2年6月17日
令和 2年6月17日
令和 3年3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

令和 2年6月11日　　　　　　14:10

契上水 第 19 号

恵那市漏水調査業務委託

恵那市　大井町、長島町、武並町、山岡町、明智町、串原

漏水調査　L＝101.1km （路面音聴L=63.5km 詳細調査L=37.6km）、監視型漏水
調査N＝69箇所 L=3.4㎞

101
（株）サンリーク　名古屋営業所

愛知県名古屋市中区丸の内3-7-26    ￥7,100,000

420
（株）日本漏防コンサルタント　中部営業所

愛知県稲沢市稲沢町前田180-1    ￥7,100,000

551
（株）西日本水道センター　名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦1-20-8-4Ｆ    ￥7,150,000

1605
ヴェオリア・ジェネッツ（株）　中部支店

愛知県名古屋市東区葵3-15-31 　　　辞退

2052
フジテコム（株）　中部支店

愛知県名古屋市東区葵3-23-7    ￥7,000,000

2347
第一環境（株）　中部支店

愛知県名古屋市中村区名駅5-31-10 　　　辞退

2680
（株）リクチ漏水調査　名古屋営業所

愛知県名古屋市中区栄1-23-29    ￥7,100,000

3645
（株）日本レップス　関西営業所

大阪府門真市新橋町12-18    ￥7,500,000



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11日　　　　　　14:10

契上水 第 19 号

恵那市漏水調査業務委託

恵那市　大井町、長島町、武並町、山岡町、明智町、串原

漏水調査　L＝101.1km （路面音聴L=63.5km 詳細調査L=37.6km）、監視型漏水
調査N＝69箇所 L=3.4㎞

3719
（株）テクノスジャパン　関西支店

大阪府大阪市北区梅田1-11-4-1100-11-10    ￥7,100,000

4092
フジ地中情報（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市東区葵3-15-31    ￥7,680,000

4153
水道テクニカルサービス（株）

神奈川県横浜市旭区二俣川1-45-45    ￥7,100,000

4327
東和コンサルタント（株）

岐阜県瑞穂市別府1397-1 落札   ￥6,800,000

4380
（株）テスコム　大阪営業所

大阪府大阪市淀川区西中島6-3-24 　　　辞退

4489
（株）城南メンテナンス　名古屋営業所

愛知県名古屋市西区中小田井4-478    ￥7,260,000

4811
松本漏水調査（株）

長野県松本市大字島立2194    ￥7,200,000

4895
（株）コスモリサーチ中部支店

愛知県名古屋市西区名駅2-34-17-1101    ￥7,000,000

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

令和 2年6月17日
令和 2年6月17日
令和 2年12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

令和 2年6月11日　　　　　　14:20

契恵給 第 37 号

恵那市学校給食センタープロパンガスの単価契約

恵那市　大井町　恵那市学校給食センター

恵那市学校給食センタープロパンガスの購入

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    ￥2,678,400

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1    ￥2,592,000

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19    ￥2,678,400

2219
山丸屋商店

岐阜県恵那市岩村町1575-2    ￥2,592,000

2718
鈴一物産（株）　岩村営業所

岐阜県恵那市岩村町736-1    ￥3,024,000

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11 落札   ￥2,548,800

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2    ￥2,592,000

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

令和 2年6月17日
令和 2年7月1日
令和 5年6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 2年6月11日　　　　　　14:30

契消防 第 10 号

新入団員活動服購入事業

長島町消防本部

新入団員用の新基準活動服を購入する

178
（株）富士

岐阜県岐阜市加納清野町34      ￥817,000

529
亀山（株）

岐阜県岐阜市長住町5-7 落札     ￥770,640

602
丸新消防（株）

岐阜県高山市昭和町3-178      ￥843,600

1236
日本リネンサプライ（株）

岐阜県岐阜市上川手対山508      ￥836,000

1412
恵那防災（株）

岐阜県恵那市大井町2625-40 　　　辞退

4308
（株）ウスイ消防

岐阜県岐阜市金園町3-25 　　　辞退

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

令和 2年6月17日
令和 2年6月17日
令和 2年9月18日


