
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7月15日　　　　　　09:05

契水工 第 8 号

緊改　大崎羽白送配水管更新工事

長島町

大崎浄水池～羽白配水池間　送配水本管施行延長　L=246.1m、送水管φ250L=1
17.7m（DC-GX71.2m、添架管SUS46.5m)、配水本管φ300L=128.4m（DC-GX81.9m
、添架管SUS46.5m)

工事種別: 水道施設

予定価格:

入札書比較価格:

    93,316,300 円

    84,833,000 円

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５ 落札  ￥84,500,000

47
（株）中神工務店

岐阜県恵那市長島町正家３丁目１２ー１ 　　　辞退

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 　　　辞退

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１ 　　　辞退

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　辞退

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥84,830,000

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９ 　　　辞退

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３ 　　　辞退

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

令和 3年7月26日
令和 3年7月26日
令和 3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 3年7月15日　　　　　　09:25

契農林 第 21 号

森林環境譲与税　里山整備（上矢作）

上矢作町

危険木伐採　28本

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4    ￥1,166,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2 落札   ￥1,150,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827    ￥1,165,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1    ￥1,170,000

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

令和 3年7月21日
令和 3年7月21日
令和 3年12月20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7月15日　　　　　　14:00

契建都 第 19 号

恵那市都市計画図修正業務委託

恵那市

図郭割り図ME05-2,ME05-4（1/2500）、ME05（1/5000）を対象とした区画整理
、道路整備箇所の更新

3224
（株）上智　岐阜支店

岐阜県土岐市泉大島町3-23-1    ￥1,520,000

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    ￥7,000,000

4179
（株）トライ　恵那営業所

岐阜県恵那市長島町正家272-123 落札     ￥940,000

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    ￥1,500,000

4376
（株）協同測量社　岐阜営業所

岐阜県恵那市山岡町上手向843-1    ￥1,280,000

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

令和 3年7月21日
令和 3年7月21日
令和 4年2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7月15日　　　　　　14:10

契ま企 第 4 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    ￥1,420,000

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

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    ￥1,480,000

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    ￥4,200,000

4131
（株）日水コン　岐阜事務所

岐阜県岐阜市東鶉7-6 　　　辞退

4140
（株）ゼンリン　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南1-6-3    ￥3,000,000

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 　　　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 3年7月15日　　　　　　14:10

契ま企 第 4 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

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    ￥3,350,000

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 　　　辞退

4425
（株）ＯＫＢ総研

岐阜県大垣市郭町2-25 落札   ￥1,099,100

4470
中日本建設コンサルタント（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市市橋3-8-3 　　　辞退

4633
（株）東京商工リサーチ　岐阜支店

岐阜県岐阜市金町6-4    ￥1,819,000

4805
（株）中央クリエイト　岐阜営業所

岐阜県岐阜市加納栄町通4-7    ￥2,800,000

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 3年7月21日
令和 3年7月21日
令和 3年10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 3年7月15日　　　　　　14:20

契水環 第 79 号

恵那市一般廃棄物最終処分場水質調査委託業務

恵那市毛呂窪最終処分場Ⅰ、Ⅱ及び恵南最終処分場

毛呂窪最終処分場Ⅰ、毛呂窪最終処分場Ⅱ及び恵南最終処分場の地下水検査1
式、浸出水検査1式、放流水検査1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    ￥1,950,000

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

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8    ￥1,400,000

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   ￥1,300,000

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

1873
（株）富士清空工業所

岐阜県岐阜市加納本町6-18    ￥1,390,000

1874
（株）環境測定センター

岐阜県羽島郡岐南町上印食3-178    ￥2,000,000

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



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7月15日　　　　　　14:20

契水環 第 79 号

恵那市一般廃棄物最終処分場水質調査委託業務

恵那市毛呂窪最終処分場Ⅰ、Ⅱ及び恵南最終処分場

毛呂窪最終処分場Ⅰ、毛呂窪最終処分場Ⅱ及び恵南最終処分場の地下水検査1
式、浸出水検査1式、放流水検査1式

4060
（株）フィルテック

岐阜県可児市広見1-47    ￥1,400,000

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

4106
エヌエス環境（株）　中津川事務所

岐阜県中津川市中津川2447-112    ￥1,560,000

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 3年7月21日
令和 3年7月21日
令和 4年3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 3年7月15日　　　　　　14:30

契ス振 第 15 号

スケート場整氷管理業務

武並町クリスタルパーク恵那スケート場

リンクフロアー冷却設備の組み立て及び解体、整氷、氷質管理、冷凍機運転管
理、冷凍設備機械保守管理、機械レンタル、補修交換材及び部材等一式

670
（株）パティネレジャー

東京都豊島区巣鴨2-6-1 落札  ￥35,900,000

4252
（株）前川製作所

東京都江東区牡丹3-14-15   ￥43,850,000

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

令和 3年7月21日
令和 3年7月21日
令和 4年3月31日


