
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16日　　　　　　09:20

契農林 第 14 号
公共林道　橋梁点検業務委託
恵那市

橋梁点検業務　計画準備：N=9橋、現地点検：橋梁延長4ｍ以上5ｍ以下N=3橋　
5ｍ以上10ｍ以下N=6橋、報告書作成：N=9橋、打合せ協議：N=1業務

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥2,400,000

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   ￥2,270,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥2,400,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥2,400,000

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    ￥2,400,000

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    ￥2,330,000

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

令和 4年6月22日
令和 4年6月22日
令和 4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 4年6月16日　　　　　　09:25

契建リ 第 4 号
野尻野畑アクセス道路概略設計
大井町

道路概略設計B　L=1.1ｋｍ　打合せ　N=1業務

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７ 落札   ￥2,100,000

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    ￥2,240,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥2,220,000

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    ￥2,200,000

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

令和 4年6月22日
令和 4年6月22日
令和 4年12月23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16日　　　　　　09:30

契建設 第 40 号
野井武並線建物補償調査業務委託
武並町竹折

木造調査C2棟、非木造調査1棟、機械設備、付帯工作物等。

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７ 落札   ￥2,400,000

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    ￥2,610,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥2,630,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥2,630,000

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    ￥2,600,000

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

令和 4年6月22日
令和 4年6月22日
令和 4年9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 4年6月16日　　　　　　09:35

契上水 第 18 号
重給岩邑中学校(富田工区)管路設計業務委託
岩村町富田

測量業務　N=1式、詳細設計　L=1921m　開削工法設計　配水管Φ100　L=1880m
　水管橋（添架形式）N=2橋

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    ￥7,261,000

313
（株）オリンピアコンサルタント

岐阜県大垣市小野４丁目４０番地１    ￥7,370,000

347
新日本設計（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市藪田東１ー１０ー８   ￥10,000,000

569
（株）オオバ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市福住町１ー２０    ￥7,460,000

595
オリジナル設計（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市宮浦町７ー１０６ 落札   ￥6,000,000

601
三翠建設コンサルタント（株）

岐阜県岐阜市市橋３丁目８番３号   ￥10,000,000

688
（株）東京設計事務所　岐阜事務所

岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町１ー２７７ 　　　辞退

713
（株）テイコク　中津川営業所

岐阜県中津川市中津川字地蔵堂８８３ー２２８   ￥10,533,000



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16日　　　　　　09:35

契上水 第 18 号
重給岩邑中学校(富田工区)管路設計業務委託
岩村町富田

測量業務　N=1式、詳細設計　L=1921m　開削工法設計　配水管Φ100　L=1880m
　水管橋（添架形式）N=2橋

723
（株）中央設計技術研究所　岐阜事務所

岐阜県岐阜市薮田南一丁目２番３号    ￥8,500,000

839
（株）ＮＪＳ　岐阜出張所

岐阜県岐阜市上茶屋町２８   ￥10,533,000

1002
パシフィックコンサルタンツ（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市元町二丁目９番地４０３号 　　　辞退

1062
（株）日本インシーク　岐阜営業所

岐阜県岐阜市美島町２丁目２３    ￥8,420,000

1116
東和コンサルタント（株）

岐阜県瑞穂市別府１３９７ー１   ￥10,500,000

1253
（株）太陽建設コンサルタント

岐阜県岐阜市光明町３ー１    ￥9,600,000

1425
（株）岐阜ソイルコンサルタント

岐阜県岐阜市薮田南５丁目１０番地５   ￥10,533,000

1628
（株）東洋設計　岐阜営業所

岐阜県大垣市築捨町５丁目３番地１   ￥10,533,000



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16日　　　　　　09:35

契上水 第 18 号
重給岩邑中学校(富田工区)管路設計業務委託
岩村町富田

測量業務　N=1式、詳細設計　L=1921m　開削工法設計　配水管Φ100　L=1880m
　水管橋（添架形式）N=2橋

1690
アジア航測（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市市橋４ー６ー７ 　　　辞退

1905
（株）エフウォーターマネジメント　岐阜事務所

岐阜県大垣市藤江町３丁目９２番地１    ￥7,900,000

2181
（株）日新技術コンサルタント　大垣出張所

岐阜県大垣市中野町１ー１４    ￥9,500,000

4390
中部水工設計（株）岐阜事務所

岐阜県多治見市滝呂町１２丁目２１２番地２４    ￥6,630,000

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

令和 4年6月22日
令和 4年6月22日
令和 5年1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16日　　　　　　09:40

契上水 第 17 号
重給山岡中学校(田沢工区)管路設計業務委託
山岡町田沢

測量業務　N=1式、詳細設計　L=1798m　開削工法設計　配水管Φ200　L=543m
Φ150　L=1245m　水管橋（添架形式）　N=1橋

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥7,100,000

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    ￥7,080,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１ 落札   ￥6,650,000

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    ￥7,100,000

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

令和 4年6月22日
令和 4年6月22日
令和 4年11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 4年6月16日　　　　　　09:45

契上水 第 16 号
重給恵那病院（新田工区）管路設計業務委託
長島町中野

測量業務　N=1式、詳細設計　L=2294m　開削工法設計　配水管Φ300　L=1627m
Φ250　L=667m

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥6,000,000

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    ￥6,050,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥6,090,000

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   ￥5,660,000

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

令和 4年6月22日
令和 4年6月22日
令和 4年11月14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16日　　　　　　09:50

契上水 第 8 号
重給大井第二小(観音寺工区)管路設計業務委託
大井町

測量業務　N=1式、詳細設計　L=1595m　開削工法設計　配水管Φ150　L=1535m
　水管橋（添架形式）　N=2橋

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   ￥10,720,000

313
（株）オリンピアコンサルタント

岐阜県大垣市小野４丁目４０番地１    ￥7,500,000

347
新日本設計（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市藪田東１ー１０ー８   ￥10,100,000

569
（株）オオバ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市福住町１ー２０    ￥9,110,000

595
オリジナル設計（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市宮浦町７ー１０６ 落札   ￥6,110,000

601
三翠建設コンサルタント（株）

岐阜県岐阜市市橋３丁目８番３号   ￥10,000,000

688
（株）東京設計事務所　岐阜事務所

岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町１ー２７７ 　　　辞退

713
（株）テイコク　中津川営業所

岐阜県中津川市中津川字地蔵堂８８３ー２２８   ￥10,725,000



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16日　　　　　　09:50

契上水 第 8 号
重給大井第二小(観音寺工区)管路設計業務委託
大井町

測量業務　N=1式、詳細設計　L=1595m　開削工法設計　配水管Φ150　L=1535m
　水管橋（添架形式）　N=2橋

723
（株）中央設計技術研究所　岐阜事務所

岐阜県岐阜市薮田南一丁目２番３号    ￥9,700,000

839
（株）ＮＪＳ　岐阜出張所

岐阜県岐阜市上茶屋町２８   ￥10,725,000

1002
パシフィックコンサルタンツ（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市元町二丁目９番地４０３号 　　　辞退

1062
（株）日本インシーク　岐阜営業所

岐阜県岐阜市美島町２丁目２３    ￥8,580,000

1116
東和コンサルタント（株）

岐阜県瑞穂市別府１３９７ー１   ￥10,700,000

1253
（株）太陽建設コンサルタント

岐阜県岐阜市光明町３ー１    ￥9,800,000

1425
（株）岐阜ソイルコンサルタント

岐阜県岐阜市薮田南５丁目１０番地５   ￥10,725,000

1628
（株）東洋設計　岐阜営業所

岐阜県大垣市築捨町５丁目３番地１   ￥10,725,000



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16日　　　　　　09:50

契上水 第 8 号
重給大井第二小(観音寺工区)管路設計業務委託
大井町

測量業務　N=1式、詳細設計　L=1595m　開削工法設計　配水管Φ150　L=1535m
　水管橋（添架形式）　N=2橋

1690
アジア航測（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市市橋４ー６ー７ 　　　辞退

1905
（株）エフウォーターマネジメント　岐阜事務所

岐阜県大垣市藤江町３丁目９２番地１    ￥8,000,000

2181
（株）日新技術コンサルタント　大垣出張所

岐阜県大垣市中野町１ー１４    ￥9,700,000

4390
中部水工設計（株）岐阜事務所

岐阜県多治見市滝呂町１２丁目２１２番地２４    ￥6,320,000

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

令和 4年6月22日
令和 4年6月22日
令和 5年1月30日


