
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7月7日　　　　　　09:30

契農政 第 24 号
東赤坂第4ため池廃止測量設計業務委託
三郷町

ため池廃止測量設計　1個所

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７ 落札   ￥1,000,000

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    ￥1,090,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥1,090,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥1,090,000

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    ￥1,090,000

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    ￥1,090,000

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

令和 4年7月13日
令和 4年7月13日
令和 4年9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 4年7月7日　　　　　　14:00

契上水 第 27 号
逆止弁付メーターパッキン単価契約
恵那市

逆止弁付きメーターパッキン　φ13　N=1400個　φ20　N=510個　φ25　N=40
個

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4    ￥1,395,500

4042
（有）オータエンジニアリング

岐阜県恵那市明智町片平1063-127 　　　辞退

4085
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見1092-7 落札   ￥1,186,300

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

令和 4年7月13日
令和 4年7月13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7月7日　　　　　　14:10

契ま地 第 38 号
交流広場遊具修繕
山岡町

コンビネーション遊具の修繕

2002
（有）フジスポーツ瑞浪

岐阜県瑞浪市寺河戸町1141-13    ￥1,650,000

2209
（有）マルマンスポーツ

岐阜県恵那市明智町100-7 落札   ￥1,590,000

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

令和 4年7月13日
令和 4年7月13日
令和 4年10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7月7日　　　　　　14:20

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    ￥1,230,000

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

岐阜県岐阜市美島町2-23 　　　辞退

4111
（株）創建　岐阜支店

岐阜県岐阜市加納村松町1-7 　　　辞退

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    ￥4,500,000

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    ￥2,660,000

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 4年7月7日　　　　　　14:20

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    ￥3,570,000

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   ￥1,229,000

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    ￥1,614,159

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    ￥4,000,000

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



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7月7日　　　　　　14:20

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

6131
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2067-1    ￥3,200,000

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

令和 4年7月13日
令和 4年7月13日
令和 4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 4年7月7日　　　　　　14:30

契市税 第 9 号
固定資産支援システム地番図現況データ補正業務
恵那市

土地の現況把握を正確かつ効率的に進めるため、税務課で管理する地番図現況
データを補正する。

3224
（株）上智　岐阜支店

岐阜県土岐市泉大島町3-23-1    ￥8,000,000

4080
中日本航空（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市長住町9-11    ￥8,500,000

4084
（株）ナカノアイシステム　岐阜営業所

岐阜県岐阜市杉山町6    ￥8,200,000

4144
（株）フジヤマ　岐阜営業所

岐阜県多治見市市之倉町1-232    ￥7,550,000

4157
朝日航洋（株）　岐阜支店

岐阜県大垣市今宿6-52-18    ￥8,800,000

4179
（株）トライ　恵那営業所

岐阜県恵那市長島町正家272-123    ￥7,800,000

4205
アジア航測（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市市橋4-6-7   ￥11,400,000

4233
国際航業（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市金町5-24   ￥10,300,000



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7月7日　　　　　　14:30

契市税 第 9 号
固定資産支援システム地番図現況データ補正業務
恵那市

土地の現況把握を正確かつ効率的に進めるため、税務課で管理する地番図現況
データを補正する。

4241
（株）イビソク　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町永田字中島348-22    ￥9,000,000

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 落札   ￥7,100,000

4245
（株）パスコ　岐阜支店

岐阜県岐阜市金町5-24    ￥8,100,000

4328
（株）名邦テクノ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市栄新町3-92    ￥7,900,000

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    ￥7,500,000

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

令和 4年7月13日
令和 4年7月13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7月7日　　　　　　15:00

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  ￥37,000,000

4252
（株）前川製作所

東京都江東区牡丹3-14-15   ￥45,800,000

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

令和 4年7月13日
令和 4年7月13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7月7日　　　　　　15:10

契教幼 第 21 号
明智こども園プロパンガス単価契約
明智こども園

明智こども園のプロパンガス単価契約（バルクタンク）

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1      ￥574,805

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      ￥582,270

2144
またほん

岐阜県恵那市明智町1862-5      ￥612,130

2276
ライフエナジー山岡（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向453-3      ￥597,200

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2 落札     ￥552,410

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

令和 4年7月13日
令和 4年7月15日
令和 5年7月14日




