
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6月9日　　　　　　09:25

契建設 第 28 号
槇ヶ根浜松線ほか道路詳細設計業務委託
武並町竹折

道路予備設計L=1,100m　道路詳細設計L=780m　一般構造物詳細設計N=3基　路
線測量L=780m　用地幅杭設置測量L=960m　4級基準点測量N=15点　ボーリング
調査N=5孔

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７   ￥28,200,000

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   ￥28,720,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１   ￥28,500,000

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  ￥27,300,000

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

令和 4年6月15日
令和 4年6月15日
令和 5年2月10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6月9日　　　　　　09:30

契農林 第 12 号
林道　鈴ヶ根線測量設計業務委託
恵那市　岩村町　富田

測量設計業務　L=200ｍ

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥1,800,000

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    ￥1,820,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１ 落札   ￥1,640,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥1,820,000

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    ￥1,800,000

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    ￥1,770,000

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

令和 4年6月9日
令和 4年6月15日
令和 4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 4年6月9日　　　　　　09:35

契商観 第 32 号
森林環境譲与税恵那市山城整備事業（飯羽間城）
岩村町飯羽間

竹林伐採 Ａ=0.61ha

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4    ￥3,660,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2 落札   ￥3,620,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827 　　　辞退

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1    ￥3,660,000

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

令和 4年6月15日
令和 4年6月15日
令和 4年9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 4年6月9日　　　　　　14:00

契水環 第 61 号
河川等水質調査業務
恵那市

河川水質業務：河川水質業務１式報告書作成１式、工場排水水質調査業務内容
：毎月検査1式、24時間検査1式、有害物質27項目検査1式、報告書作成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    ￥9,800,000

271
（株）東濃分析センター

岐阜県瑞浪市陶町猿爪968-1    ￥9,550,000

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8    ￥8,600,000

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   ￥11,800,000

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    ￥9,600,000

1873
（株）富士清空工業所

岐阜県岐阜市加納本町6-18   ￥10,100,000

1874
（株）環境測定センター

岐阜県羽島郡岐南町上印食3-178 　　　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ー６   ￥11,000,000



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6月9日　　　　　　14:00

契水環 第 61 号
河川等水質調査業務
恵那市

河川水質業務：河川水質業務１式報告書作成１式、工場排水水質調査業務内容
：毎月検査1式、24時間検査1式、有害物質27項目検査1式、報告書作成１式

4060
（株）フィルテック

岐阜県可児市広見1-47    ￥9,930,000

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   ￥10,000,000

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    ￥9,700,000

4142
イビデンエンジニアリング（株）

岐阜県大垣市木戸町1122 落札   ￥8,249,500

4212
（株）テクノ中部　岐阜事務所

岐阜県岐阜市清本町9-41    ￥9,600,000

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

令和 4年6月15日
令和 4年6月15日
令和 5年3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 4年6月9日　　　　　　14:10

契消防 第 7 号
自動体外式除細動器(AED)購入事業
長島町正家　消防防災センター

公共施設AEDの更新

1869
（有）ＴＥＳミツオカ

岐阜県恵那市長島町永田483-9    ￥5,377,000

3218
リコージャパン（株）　岐阜支社　岐阜営業部

岐阜県恵那市大井町2087-358 　　　辞退

3222
（株）トーノーセキュリティ　恵那支店

岐阜県恵那市長島町中野1183-10 　　　辞退

3808
（有）中部ＧＰＦ

岐阜県恵那市長島町中野1216-8 落札   ￥5,054,000

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

令和 4年6月15日
令和 4年6月15日
令和 4年9月30日


