
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23日　　　　　　09:15

契農林 第 18 号
市有林皆伐再造林事業（中野方町竜部坂）
中野方町

伐倒A=0.97ha　集積・造材・材運搬V=300m3　防護柵400m　植栽A=0.97ha

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4 落札   ￥7,000,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2    ￥7,090,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827    ￥7,120,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1    ￥7,050,000

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

令和 4年6月29日
令和 4年6月29日
令和 5年1月7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23日　　　　　　09:20

契建リ 第 3 号
阿木川橋梁他予備設計業務
大井町

道路予備設計A　L=0.48km　平面交差点予備設計N=1箇所  橋梁予備設計N=1橋
　打合せN＝1業務

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    ￥7,300,000

14
（株）ユニオン　恵那営業所

岐阜県恵那市長島町正家字後田１０６７ー１８６    ￥7,964,000

30
中野測量設計（株）

岐阜県中津川市東宮町４ー２０   ￥11,663,000

143
大日コンサルタント（株）　東濃事務所

岐阜県中津川市茄子川２０６７番地１号    ￥7,870,000

208
（株）朝日土質設計コンサルタント　東濃営業所

岐阜県多治見市小泉町３ー１２７ー１   ￥11,663,000

214
大同コンサルタンツ（株）中津川営業所

岐阜県中津川市千旦林１１２２番地の２   ￥11,663,000

246
（株）三進　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町中野４５８ー１５ 落札   ￥6,300,000

269
（株）興栄コンサルタント　東濃営業所

岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根２０８７ー５１６   ￥11,663,000



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23日　　　　　　09:20

契建リ 第 3 号
阿木川橋梁他予備設計業務
大井町

道路予備設計A　L=0.48km　平面交差点予備設計N=1箇所  橋梁予備設計N=1橋
　打合せN＝1業務

432
（株）野田コンサルタント　東濃営業所

岐阜県瑞浪市南小田町３ー５０    ￥9,280,000

435
（株）創信　恵那営業所

岐阜県恵那市岩村町２４３６ー１   ￥11,663,000

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   ￥11,663,000

737
中部復建（株）東濃営業所

岐阜県多治見市白山町３丁目１２番地１   ￥11,000,000

944
（株）三栄コンサルタント　東濃営業所

岐阜県恵那市大井町２６３１番地７９   ￥11,663,000

1015
（株）東海プランニング　中津川営業所

岐阜県中津川市千旦林５６３番地１   ￥11,663,000

1222
（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番１０   ￥10,500,000

1226
（株）中部テック　東濃営業所

岐阜県多治見市大畑町赤松７ー２０   ￥11,663,000



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23日　　　　　　09:20

契建リ 第 3 号
阿木川橋梁他予備設計業務
大井町

道路予備設計A　L=0.48km　平面交差点予備設計N=1箇所  橋梁予備設計N=1橋
　打合せN＝1業務

1382
（株）フジヤマ　岐阜営業所

岐阜県多治見市市之倉町１ー２３２   ￥11,663,000

1386
ダイシンコンサルタント（株）

岐阜県中津川市中津川３１６８ー１   ￥11,600,000

1672
（株）イビソク　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町永田字中島３４８ー２２   ￥11,663,000

4513
（株）飛州コンサルタント　東濃営業所

岐阜県中津川市付知町３７３１番地３   ￥11,500,000

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

令和 4年6月29日
令和 4年6月29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23日　　　　　　14:00

契市税 第 7 号
償却資産支援プログラム業務
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     ￥630,000

4169
大和不動産鑑定（株）　名古屋支社

愛知県名古屋市中区栄2-3-6 　　　辞退

4245
（株）パスコ　岐阜支店

岐阜県岐阜市金町5-24 　　　辞退

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      ￥850,000

4991
（株）寿資産評価

愛知県刈谷市寿町4-303      ￥800,000

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

令和 4年6月29日
令和 4年6月29日
令和 5年3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 4年6月23日　　　　　　14:10

契農林 第 17 号
森林調査・集積計画作成業務委託(串原）
串原

串原32.33林班　31.84ha　意向調査、境界確認、線形調査、林分調査、施業方
法検討、集積計画案作成

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4    ￥3,400,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2    ￥3,500,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827 落札   ￥3,350,000

3528
（特非）夕立山森林塾

岐阜県恵那市長島町正家613-10    ￥3,500,000

4611
（株）安藤林業

岐阜県恵那市上矢作町漆原913 　　　辞退

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

令和 4年6月29日
令和 4年6月29日
令和 4年12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23日　　　　　　14:20

契医高 第 26 号
デイサービスセンター恵愛介護浴槽購入事業
デイサービスセンター恵愛

介護浴槽1台、電動昇降シャワーチェア1台、フラット担架1台、電動コンパク
トストレッチャー1台

40
（株）ナイスワーク

岐阜県岐阜市東鶉3-76-2 　　　辞退

930
キングラン中部（株）

岐阜県羽島市上中町長間2485 落札   ￥6,500,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥8,400,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥8,400,000

2098
（株）美濃庄

岐阜県岐阜市六条北2-12-8    ￥8,500,000

2238
（株）八神製作所　多治見営業所

岐阜県多治見市太平町5-15-1    ￥8,100,000

6132
岩村醸造（株）

岐阜県恵那市岩村町342    ￥8,200,000

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

令和 4年6月29日
令和 4年6月29日
令和 4年10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6月23日　　　　　　14:30

契水環 第 73 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    ￥1,880,000

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8    ￥1,550,000

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   ￥1,500,000

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    ￥1,580,000

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    ￥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 4年6月23日　　　　　　14:30

契水環 第 73 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    ￥1,590,000

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    ￥1,650,000

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    ￥1,900,000

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

令和 4年6月29日
令和 4年6月29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23日　　　　　　14:40

契教生 第 43 号
恵那文化センター等プロパンガス単価契約
長島町中野

恵那文化センター・こども元気プラザが使用するＬＰガスの納入  1?当たりの
単価契約を締結する。

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1    ￥1,022,000

1885
東邦液化ガス（株）　岐阜支店　恵那営業所

岐阜県恵那市大井町667-19    ￥1,008,000

2908
ミライフ西日本（株）　恵那ＳＣ

岐阜県恵那市大井町2540-11 落札     ￥980,000

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2    ￥1,008,000

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

令和 4年6月29日
令和 4年7月1日
令和 5年6月30日


