
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6月17日　　　　　　09:20

契建設 第 50 号

地籍調査事業　大田4地区H1工程業務委託

明智町大田

一筆地調査及び地籍測定の結果に基づき地籍簿案を作成する。

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥2,930,000

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    ￥2,930,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１ 落札   ￥2,700,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥2,930,000

849
鵜飼計測（株）

岐阜県恵那市長島町永田５２３番地７    ￥2,904,000

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    ￥2,900,000

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 3年8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

令和 3年6月17日　　　　　　09:25

契建設 第 51 号

地籍調査事業　竹折2地区FG工程業務委託

武並町竹折

一筆地調査にて確認した筆界について、一筆地ごとの筆界点の測量を行い地籍
図（原図）を作成し、一筆ごとの面積の計算を実施する。

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７   ￥26,500,000

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 落札  ￥25,720,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１   ￥26,900,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６   ￥27,000,000

849
鵜飼計測（株）

岐阜県恵那市長島町永田５２３番地７   ￥26,804,000

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   ￥26,900,000

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 4年3月11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6月17日　　　　　　09:30

契建設 第 52 号

地籍調査事業　白坂地区FG工程業務委託

東野

一筆地調査にて確認した筆界について、一筆地ごとの筆界点の測量を行い地籍
図（原図）を作成し、一筆ごとの面積の計算を実施する。

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７   ￥28,700,000

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   ￥29,310,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１   ￥29,200,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６ 落札  ￥28,000,000

849
鵜飼計測（株）

岐阜県恵那市長島町永田５２３番地７   ￥29,017,000

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   ￥29,000,000

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 4年3月11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6月17日　　　　　　09:35

契建設 第 53 号

地籍調査事業　閑羅瀬2地区E2工程業務委託

串原

「地籍調査票」、「調査図素図」等をもとに土地所有者等に筆界確認のために
現場立会を求め、一筆地調査を行う。

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥8,500,000

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 落札   ￥8,220,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥8,600,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥8,650,000

849
鵜飼計測（株）

岐阜県恵那市長島町永田５２３番地７    ￥8,567,000

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    ￥8,550,000

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 4年3月11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6月17日　　　　　　09:40

契建設 第 54 号

地籍調査事業　久須見3地区E2工程業務委託

長島町久須見

「地籍調査票」、「調査図素図」等をもとに土地所有者等に筆界確認のために
現場立会を求め、一筆地調査を行う。

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥7,650,000

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    ￥7,800,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥7,700,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥7,800,000

849
鵜飼計測（株）

岐阜県恵那市長島町永田５２３番地７ 落札   ￥7,413,000

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    ￥7,700,000

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 4年3月11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6月17日　　　　　　09:45

契建設 第 55 号

地籍調査事業　猪狩地区E1工程業務委託

笠置町姫栗

現地調査の基礎となる一筆毎の登記簿の内容を所定の様式に取りまとめた「地
籍調査票」や各筆毎に地目、所有者等の所要事項を記載した「調査図素図」等
の作成を実施する。

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥3,600,000

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    ￥3,690,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥3,600,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥3,690,000

849
鵜飼計測（株）

岐阜県恵那市長島町永田５２３番地７ 落札   ￥3,521,000

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    ￥3,600,000

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 4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

令和 3年6月17日　　　　　　09:50

契建設 第 56 号

地籍調査事業　漆原2地区E1工程業務委託

上矢作町

現地調査の基礎となる一筆毎の登記簿の内容を所定の様式に取りまとめた「地
籍調査票」や各筆毎に地目、所有者等の所要事項を記載した「調査図素図」等
の作成を実施する。

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７ 落札   ￥4,300,000

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    ￥4,670,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥4,600,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥4,670,000

849
鵜飼計測（株）

岐阜県恵那市長島町永田５２３番地７    ￥4,626,000

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    ￥4,550,000

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 4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

令和 3年6月17日　　　　　　09:55

契建設 第 57 号

地籍調査事業　福原尾地区C工程業務委託

飯地町

一筆地測量の与点となる地籍図根三角点を設置するため、地籍図根三角点測量
を実施する。

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥2,800,000

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    ￥2,850,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１ 落札   ￥2,600,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥2,850,000

849
鵜飼計測（株）

岐阜県恵那市長島町永田５２３番地７    ￥2,825,000

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    ￥2,800,000

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 4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

令和 3年6月17日　　　　　　10:00

契農林 第 10 号

恵那市南部林道維持管理委託業務

恵那市南部

傍仲林道、矢田海戸林道、峯山林道、恵南林道の��草刈り、支障木伐採、枝打
工、地拵工の実施

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4    ￥9,980,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2 落札   ￥9,901,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827    ￥9,950,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1   ￥10,000,000

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 3年10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 3年6月17日　　　　　　10:05

契農林 第 13 号

市有林皆伐事業（明智町東方）

明智町

伐倒（皆伐　胸高直径28㎝以上）A=3ha/集材・運搬 A=600m3

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4    ￥8,000,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2 落札   ￥7,926,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827    ￥8,000,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1    ￥8,000,000

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 3年10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 3年6月17日　　　　　　10:10

契教幼 第 20 号

恵那市こども園トイレ洋式化設計業務委託

大井こども園、東野こども園

大井こども園、東野こども園和便器の洋式化、床の乾式化。

655
（株）エイ・ケイ設計

岐阜県多治見市音羽町４ー４７ー５ 落札   ￥1,450,000

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    ￥1,550,000

1654
ＴＵＫＵＭＡ設計

岐阜県恵那市大井町２６９３ー７１９    ￥1,675,000

3518
（特非）いわむらでんでんけん

岐阜県恵那市岩村町本町２０９番地４ 　　　辞退

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 3年12月24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6月17日　　　　　　14:00

契建都 第 18 号

恵那市公営住宅等長寿命化計画改訂業務委託

恵那市

恵那市公営住宅等長寿命化計画の改訂にかかる現状分析、調査、検討整理、打
合せ協議、計画改訂、成果品納入等

4094
（株）日本インシーク　岐阜営業所

岐阜県岐阜市白山町2-15    ￥4,000,000

4203
ランドブレイン（株）　岐阜事務所

岐阜県岐阜市此花町6-8    ￥3,250,000

4205
アジア航測（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市市橋4-6-7    ￥7,000,000

4294
（株）間瀬コンサルタント　岐阜営業所

岐阜県岐阜市西野町1-12 落札   ￥3,000,000

4682
八千代エンジニヤリング㈱　岐阜事務所

岐阜県大垣市桐ケ崎町37-2 　　　辞退

4812
（株）国際開発コンサルタンツ岐阜事務所

岐阜県可児市若葉台3-166    ￥4,500,000

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 4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

令和 3年6月17日　　　　　　14:10

契水環 第 64 号

エコセンター恵那資源の売払い（単価契約）

エコセンター恵那、恵南クリーンセンターあおぞら

アルミ缶（プレス済）、アルミ製品、金属類、飲料用紙パック、新聞、雑誌、
ダンボール。

3145
東濃故紙センター（株）

岐阜県瑞浪市土岐町6569-3    ￥5,731,010

3178
（株）大脇商店　恵那工場

岐阜県恵那市長島町永田木ノ下546-25 落札   ￥6,173,010

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

令和 3年7月1日
令和 3年7月1日
令和 3年11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6月17日　　　　　　14:20

契上水 第 27 号

恵那市漏水調査業務委託

恵那市

漏水調査（路面調査）L=158.1km　雀子ヶ根配水池、永平配水池、武並配水池
、乗越配水池、茶畑配水池、新市場配水池、飯地浄水場、島浄水場　監視型漏
水調査（国道19号横断部）L=1.12km

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    ￥7,500,000

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    ￥7,530,000

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    ￥7,500,000

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    ￥7,600,000

3645
（株）日本レップス　関西営業所

大阪府門真市新橋町12-18    ￥7,600,000

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 　　　無効

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    ￥7,650,000



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 3年6月17日　　　　　　14:20

契上水 第 27 号

恵那市漏水調査業務委託

恵那市

漏水調査（路面調査）L=158.1km　雀子ヶ根配水池、永平配水池、武並配水池
、乗越配水池、茶畑配水池、新市場配水池、飯地浄水場、島浄水場　監視型漏
水調査（国道19号横断部）L=1.12km

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    ￥7,700,000

4327
東和コンサルタント（株）

岐阜県瑞穂市別府1397-1 落札   ￥7,200,000

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    ￥7,580,000

4761
東日本漏水調査（株）　名古屋営業所

愛知県名古屋市中区栄5-26-36-7F 　　　辞退

4811
松本漏水調査（株）

長野県松本市大字島立2194    ￥7,800,000

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    ￥7,500,000

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 3年11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

令和 3年6月17日　　　　　　14:30

契上水 第 28 号

逆止弁付メーターパッキン単価契約

恵那市

逆止弁付メーターパッキン　Φ13　N＝1450個　Φ20　N＝1360個　Φ25　N=50
個

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4    ￥2,018,000

4042
（有）オータエンジニアリング

岐阜県恵那市明智町片平1063-127 　　　辞退

4085
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見1092-7 落札   ￥1,845,300

4124
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折1288-1 　　　辞退

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 4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

令和 3年6月17日　　　　　　14:40

契教ス 第 20 号

事前キャンプカヌー保管庫等警備業務委託

恵那市笠置町

カヌー保管庫及び更衣室の見回りよる警備��選手の動線確保警備

114
（株）技研サービス

岐阜県岐阜市宇佐南3-6-20 　　　辞退

1700
セクダム（株）

愛知県名古屋市東区葵1-15-23    ￥1,728,000

2001
（有）愛岐東和警備

岐阜県多治見市上野町5-38-1    ￥1,526,400

2263
（株）公安警備

岐阜県関市側島288-1 落札   ￥1,176,000

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 3年8月6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6月17日　　　　　　14:50

契教ス 第 25 号

事前キャンプ笠置峡テント等設置撤去業務委託

恵那市笠置町

パイプテント４間×６間×２張、1.5間×２間×１張、２間×３間×２張��仮
設トイレ３基　手洗い１基

984
花文貸物装飾（株）　岐阜営業所

岐阜県瑞穂市祖父江277-1      ￥820,000

2077
（株）シノダック

岐阜県恵那市大井町2695-875    ￥2,729,700

2211
（株）共栄美装　下呂支店

岐阜県下呂市萩原町宮田977-1 落札     ￥787,000

2249
（株）セレスポ　岐阜支店

岐阜県岐阜市宇佐南4-8-24    ￥1,300,000

3514
（株）アクティオ　恵那出張所

岐阜県恵那市大井町2540-1   ￥14,853,700

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

令和 3年6月23日
令和 3年6月23日
令和 3年8月6日


