
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 4年4月21日　　　　　　14:00

契消総 第 1 号
明智消防署水槽付消防ポンプ自動車購入事業
明智町明智消防署

令和４年度消防車両更新計画に基づき、配置から２２年が経過した明智消防署
の水槽付消防ポンプ自動車(１-Ｂ)を更新するもの。

178
（株）富士

岐阜県岐阜市加納清野町34   ￥55,900,000

602
丸新消防（株）

岐阜県高山市昭和町3-178   ￥50,500,000

628
（株）三陽商会　岐阜支店

岐阜県岐阜市真砂町4-15   ￥55,000,000

1412
恵那防災（株）

岐阜県恵那市大井町2625-40   ￥55,500,000

1561
岐阜ヤナセ（株）

岐阜県岐阜市金園町8-11   ￥53,800,000

1601
岐阜防災（株）

岐阜県美濃加茂市古井町下古井672   ￥55,000,000

2284
岐阜中央防災

岐阜県岐阜市手力町7-5-1   ￥54,540,000

4161
中部トーハツ防災（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市柳津町上佐波西1-119   ￥50,000,000



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 4年4月21日　　　　　　14:00

契消総 第 1 号
明智消防署水槽付消防ポンプ自動車購入事業
明智町明智消防署

令和４年度消防車両更新計画に基づき、配置から２２年が経過した明智消防署
の水槽付消防ポンプ自動車(１-Ｂ)を更新するもの。

4308
（株）ウスイ消防

岐阜県岐阜市金園町3-25 落札  ￥49,700,000

4318
アンシンク（株）

岐阜県岐阜市須賀3-1-22   ￥54,200,000

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

本契約締結の日
本契約締結の日
令和 5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 4年4月21日　　　　　　14:10

契消総 第 2 号
大井分団小型動力ポンプ付積載車購入事業
大井町大井分団第1部消防器具庫

令和４年度消防団車両更新計画に基づき、配置から24年を経過した大井分団第
１部消防器具庫の小型動力ポンプ付積載車を更新するもの。

178
（株）富士

岐阜県岐阜市加納清野町34   ￥10,300,000

602
丸新消防（株）

岐阜県高山市昭和町3-178   ￥10,200,000

628
（株）三陽商会　岐阜支店

岐阜県岐阜市真砂町4-15   ￥10,600,000

1412
恵那防災（株）

岐阜県恵那市大井町2625-40   ￥11,000,000

1561
岐阜ヤナセ（株）

岐阜県岐阜市金園町8-11 落札  ￥10,150,000

1601
岐阜防災（株）

岐阜県美濃加茂市古井町下古井672   ￥10,700,000

2284
岐阜中央防災

岐阜県岐阜市手力町7-5-1   ￥10,560,000

4161
中部トーハツ防災（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市柳津町上佐波西1-119   ￥10,280,000



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 4年4月21日　　　　　　14:10

契消総 第 2 号
大井分団小型動力ポンプ付積載車購入事業
大井町大井分団第1部消防器具庫

令和４年度消防団車両更新計画に基づき、配置から24年を経過した大井分団第
１部消防器具庫の小型動力ポンプ付積載車を更新するもの。

4308
（株）ウスイ消防

岐阜県岐阜市金園町3-25   ￥10,200,000

4318
アンシンク（株）

岐阜県岐阜市須賀3-1-22   ￥10,750,000

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

令和 4年4月27日
令和 4年4月27日
令和 5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 4年4月21日　　　　　　14:20

契上水 第 7 号
水道水質検査業務（単価契約）
恵那市

原水全項目30検体、浄水全項目31検体、その他項目627検体、検便20検体、検
体採水1式

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8 落札  ￥15,588,000

1687
（一財）中部公衆医学研究所

長野県飯田市高羽町6-2-2   ￥17,224,000

2088
（株）環境公害センター

愛知県名古屋市守山区花咲台2-201   ￥20,279,300

2916
環境未来（株）

長野県松本市大字和田4010-5   ￥16,315,500

3522
（一社）愛知県薬剤師会

愛知県名古屋市中区丸の内3-4-2   ￥18,213,300

3731
㈱環境保全コンサルタント

愛知県名古屋市西区名塚町1-105   ￥16,295,000

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ー６   ￥16,644,500

4054
（株）エステム

愛知県名古屋市南区弥次ヱ町2-19-1 　　　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 4年4月21日　　　　　　14:20

契上水 第 7 号
水道水質検査業務（単価契約）
恵那市

原水全項目30検体、浄水全項目31検体、その他項目627検体、検便20検体、検
体採水1式

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   ￥16,715,000

4191
（一財）東海技術センター

愛知県名古屋市名東区猪子石2-710   ￥17,400,000

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

令和 4年4月27日
令和 4年4月27日
令和 5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 4年4月21日　　　　　　14:30

契上水 第 2 号
水道用量水器単価契約（新品購入）その1
恵那市

量水器購入　直読式　φ13　N=1202個　φ20　N=391個　φ25　N=37個　φ30
　N=4個 φ40　N=6個

874
柏原計器工業（株）

大阪府柏原市本郷5-3-28    ￥3,957,050

1093
東洋計器（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中川区澄池町16-14 落札   ￥3,543,470

1140
（株）ニッコク　名古屋支店

愛知県名古屋市北区彩紅橋通2-5    ￥4,052,340

1258
アズビル金門（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦2-14-19    ￥4,006,280

4170
愛知時計電機（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市熱田区千年1-2-70    ￥3,584,950

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

令和 4年4月27日
令和 4年4月27日
令和 5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 4年4月21日　　　　　　14:40

契水環 第 18 号
使用薬品（消石灰）単価契約
エコセンター恵那

消石灰特号の1㎏の単価の設定。予定発注数量：30,000㎏、1回発注量：5,000
㎏、発注回数：6回、搬入方法：タンクローリー

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4    ￥1,230,000

1477
（株）高和

岐阜県恵那市長島町中野700-1 落札   ￥1,200,000

1592
（有）林商店

岐阜県恵那市長島町永田443-9    ￥1,230,000

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

令和 4年4月27日
令和 4年4月27日
令和 5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 4年4月21日　　　　　　14:50

契水環 第 19 号
使用薬品（粉末活性炭）単価契約
エコセンター恵那

粉末活性炭（梅蜂DC-BS）発注回数：4回、予定発注数量：6,000㎏、1回発注量
：1,500㎏、搬入方法：タンクローリー

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4 落札     ￥798,000

1477
（株）高和

岐阜県恵那市長島町中野700-1    ￥1,140,000

1592
（有）林商店

岐阜県恵那市長島町永田443-9 　　　辞退

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

令和 4年4月27日
令和 4年4月27日
令和 5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 4年4月21日　　　　　　15:00

契水環 第 21 号
資源（金属類）の売り払い（単価契約）
恵那市リサイクルセンター

アルミ缶（プレス済）、アルミ製品（鍋、やかん類）、金属類（現状）、金属
類（破砕プレス済）の売り払い

3137
東海エコシステム（株）

岐阜県恵那市長島町久須見1135-30 　　　辞退

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    ￥5,320,000

3192
（株）国本商店

岐阜県恵那市明智町大田1266-4 落札   ￥5,355,000

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

令和 4年4月27日
令和 4年5月2日
令和 4年8月31日


