
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9日　　　　　　10:00

契建都 第 28 号

中央公園改修測量設計業務委託

恵那市大井町

【測量業務】現地測量　A＝0.4ha　【設計業務】現況把握、設計検討、とりま
とめ（図面作成、数量計算、報告書作成）、設計協議　各N=1業務

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥3,550,000

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    ￥3,620,000

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    ￥3,620,000

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   ￥3,440,000

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    ￥3,500,000

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

令和 2年7月15日
令和 2年7月15日
令和 3年2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9日　　　　　　10:10

契教総 第 42 号

恵那市中学校トイレ洋式化設計業務委託

恵那市

直接人件費、間接経費、技術料等経費、その他（調査費）

655
（株）エイ・ケイ設計

岐阜県多治見市音羽町４ー４７ー５    ￥5,200,000

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 　　　辞退

1352
（株）熊谷設計

岐阜県多治見市上野町１丁目２６番地 落札   ￥4,760,000

1654
ＴＵＫＵＭＡ設計

岐阜県恵那市大井町２６９３ー７１９ 　　　欠席

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 　　　欠席

4002
（有）山田一級建築設計事務所

岐阜県多治見市宝町１２ー５６    ￥5,300,000

4853
水野一級建築事務所

岐阜県恵那市長島町永田１１５ 　　　辞退

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

令和 2年7月15日
令和 2年7月15日
令和 2年12月28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9日　　　　　　14:00

契ま企 第 9 号

恵那市市民意識調査業務委託

恵那市

恵那市市民意識調査の実施

1519
（株）中部タイム・エージェント

岐阜県岐阜市此花町6-8    ￥1,450,000

3235
（株）総合環境計画　岐阜事務所

岐阜県岐阜市入舟町3-32-3 　　　辞退

4032
（株）十六総合研究所

岐阜県岐阜市神田町7-12 　　　辞退

4089
中央コンサルタンツ（株）　岐阜事務所

岐阜県岐阜市金町6-6    ￥3,500,000

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 　　　辞退

4111
（株）創建　岐阜支店

岐阜県岐阜市加納村松町1-7 　　　辞退

4116
（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    ￥4,600,000

4131
（株）日水コン　岐阜事務所

岐阜県岐阜市東鶉7-6 　　　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9日　　　　　　14:00

契ま企 第 9 号

恵那市市民意識調査業務委託

恵那市

恵那市市民意識調査の実施

4140
（株）ゼンリン　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南1-6-3    ￥1,470,000

4164
（特非）えなここ

岐阜県恵那市東野 　　　辞退

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 　　　辞退

4243
（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1383-10    ￥2,850,000

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    ￥4,000,000

4425
（株）ＯＫＢ総研

岐阜県大垣市郭町2-25    ￥1,627,500

4476
（株）オオバ岐阜営業所

岐阜県岐阜市福住町1-20    ￥5,000,000

4633
（株）東京商工リサーチ　岐阜支店

岐阜県岐阜市金町6-4 落札   ￥1,289,064



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9日　　　　　　14:00

契ま企 第 9 号

恵那市市民意識調査業務委託

恵那市

恵那市市民意識調査の実施

4750
（特非）山里文化研究所

岐阜県中津川市茄子川364-10 　　　辞退

4805
（株）中央クリエイト　岐阜営業所

岐阜県岐阜市茜部菱野2-60-5    ￥2,600,000

4806
アトリエゆまあひ

岐阜県安八郡神戸町更屋敷388-2 　　　辞退

4830
（有）日本交通流動リサーチ　岐阜事務所

岐阜県岐阜市大蔵台3-12 　　　辞退

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

令和 2年7月15日
令和 2年7月15日
令和 2年10月12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9日　　　　　　14:10

契市税 第 9 号

償却資産プログラム業務

恵那市

固定資産税（償却資産）の適正課税のため、申告状況調査及び課税に対するコ
ンサルティング業務を委託する。

4066
（株）総合鑑定調査　岐阜支店

岐阜県中津川市茄子川1383-10 落札     ￥620,000

4245
（株）パスコ　岐阜支店

岐阜県岐阜市金町5-24    ￥1,500,000

4887
（株）安達不動産鑑定調査

愛知県名古屋市名東区山の手2-124      ￥800,000

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

令和 2年7月15日
令和 2年7月15日
令和 3年3月19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9日　　　　　　14:20

契上病 第 27 号

白衣等「賃貸借に係る」単価契約

上矢作町3111番地２

医療従事者の白衣等「賃貸借に係る」の１組当たりの単価契約

851
（株）トーカイ

岐阜県岐阜市若宮町9-16 落札   ￥5,166,000

1201
ワタキューセイモア（株）　名古屋支店

愛知県瀬戸市坊金町46 　　　辞退

1437
（株）ヒロコーポレーション

岐阜県岐阜市柳津町上佐波西5-31    ￥6,440,400

4330
（株）洗心

岐阜県恵那市長島町正家108-5 　　　辞退

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

令和 2年7月15日
令和 2年8月1日
令和 5年7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 2年7月9日　　　　　　14:40

契水環 第 18 号

恵那市一般廃棄物最終処分場水質調査委託業務

恵那市恵南最終処分場及び毛呂窪最終処分場

恵南最終処分場及び毛呂窪最終処分場の地下水検査一式、放流水検査一式、浸
出水検査一式

158
（株）環境総合リサーチ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市吉野町6-14    ￥1,850,000　　　辞退

271
（株）東濃分析センター

岐阜県瑞浪市陶町猿爪968-1    ￥1,800,000   ￥1,340,000

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8    ￥1,500,000   ￥1,320,000

691
（株）静環検査センター　岐阜営業所

岐阜県岐阜市細畑3-7-21 落札   ￥1,350,000   ￥1,250,000

1631
（一財）岐阜県環境管理技術センター

岐阜県岐阜市六条大溝4-13-6    ￥2,300,000　　　辞退

1873
（株）富士清空工業所

岐阜県岐阜市加納本町6-18    ￥1,390,000   ￥1,340,000

1874
（株）環境測定センター

岐阜県羽島郡岐南町上印食3-178    ￥2,500,000　　　辞退

4049
（一財）岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜県岐阜市曙町4-6    ￥1,800,000　　　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9日　　　　　　14:40

契水環 第 18 号

恵那市一般廃棄物最終処分場水質調査委託業務

恵那市恵南最終処分場及び毛呂窪最終処分場

恵南最終処分場及び毛呂窪最終処分場の地下水検査一式、放流水検査一式、浸
出水検査一式

4060
（株）フィルテック

岐阜県可児市広見1-47    ￥1,450,000　　　辞退

4067
（株）環境科学研究所　岐阜支店

岐阜県羽島市竹鼻町飯柄114-1    ￥1,800,000　　　辞退

4098
応用地質（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市竜田町6-11 　　　辞退

4142
イビデンエンジニアリング（株）

岐阜県大垣市木戸町1122 　　　辞退

4212
（株）テクノ中部　岐阜事務所

岐阜県岐阜市清本町9-41 　　　辞退

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

令和 2年7月15日
令和 2年7月15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9日　　　　　　14:50

契水環 第 20 号

えな斎苑残骨灰処理業務

東野えな斎苑

残骨灰処理業務　１式

326
㈱コバリ

山梨県韮崎市中田町中條5317            ￥1

1122
（有）得重

岐阜県関市小瀬891-11 　　　辞退

1712
（株）三豊

愛知県豊橋市西山町字西山328            ￥1

2528
（株）タムラ

東京都江戸川区西一之江4-9-28            ￥1

2666
（株）ヤマモト

静岡県富士宮市山宮2344            ￥1

2892
（株）元創

東京都杉並区高円寺南3-24-31            ￥1

2893
（株）創和

東京都江戸川区篠崎町3-33-8            ￥1

3118
（有）サンテック

静岡県富士宮市大中里1274-6            ￥1



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9日　　　　　　14:50

契水環 第 20 号

えな斎苑残骨灰処理業務

東野えな斎苑

残骨灰処理業務　１式

3244
（株）協働管財

東京都新宿区若葉1-10-11            ￥1

3447
（株）三輝

大阪府大阪市北区同心1-10-12
くじ
落札           ￥1

3631
（株）阪神マテリアル

大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-2-18            ￥1

4181
（有）マーク

静岡県浜松市西区入野町16115-15            ￥1

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

令和 2年7月15日
令和 2年7月15日
令和 3年3月26日




