
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 9月 8日　　　　　　09:25

契農林 第 41 号
環境保全林整備事業（岩村町高松）
岩村町

定性間伐A=27.98ha

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2 落札   ￥7,059,000

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4    ￥7,150,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1    ￥7,150,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827 　　　辞退

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 9月14日
令和 4年 9月14日
令和 5年 2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 9月 8日　　　　　　09:30

契建設 第 87 号
槇ヶ根浜松線他補償調査業務委託
三郷町野井

工場敷地補償調査N=2箇所、立木調査A=154㎡

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   ￥1,520,000

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥1,650,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥1,660,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥1,660,000

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    ￥1,669,000

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

令和 4年 9月14日
令和 4年 9月14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 9月 8日　　　　　　14:10

契総財 第 21 号
恵那市役所受付案内業務委託
恵那市役所

来庁者対応（案内誘導、職員取次、行事案内）、郵便物の収受、鍵の受渡　等

1615
（株）中日サンクリーン

岐阜県恵那市東野1377-1 落札   ￥9,576,000

1728
中日技研（株）

岐阜県岐阜市鏡島精華1-7-19    ￥9,850,850

4188
東濃建物管理（株）

岐阜県可児市広見2-57   ￥10,000,000

114
（株）技研サービス

岐阜県岐阜市宇佐南3-6-20   ￥10,141,650

1686
セキュリティ東海（株）

岐阜県多治見市音羽町4-25   ￥10,188,000

117
サンエス（株）

岐阜県岐阜市茜部中島3-44   ￥10,200,000

4257
昭和建物管理（株）　東濃支店

岐阜県瑞浪市樽上町1-24   ￥10,240,000

538
（株）キレー

岐阜県多治見市金岡町3-85   ￥10,278,000



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 9月 8日　　　　　　14:10

契総財 第 21 号
恵那市役所受付案内業務委託
恵那市役所

来庁者対応（案内誘導、職員取次、行事案内）、郵便物の収受、鍵の受渡　等

728
（株）三和サービス

岐阜県岐阜市西鶉1-52   ￥10,500,000

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

令和 4年 9月14日
令和 4年10月 1日
令和 7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 9月 8日　　　　　　14:20

契総財 第 19 号
恵那市役所構内電話交換業務委託
恵那市役所

電話交換業務、庁内放送、電報発注手続き等

2263
（株）公安警備

岐阜県関市側島288-1 落札  ￥17,496,000

4257
昭和建物管理（株）　東濃支店

岐阜県瑞浪市樽上町1-24   ￥18,900,000

114
（株）技研サービス

岐阜県岐阜市宇佐南3-6-20   ￥19,192,800

117
サンエス（株）

岐阜県岐阜市茜部中島3-44   ￥19,200,000

4188
東濃建物管理（株）

岐阜県可児市広見2-57   ￥20,000,000

1686
セキュリティ東海（株）

岐阜県多治見市音羽町4-25   ￥20,160,000

728
（株）三和サービス

岐阜県岐阜市西鶉1-52   ￥20,300,000

538
（株）キレー

岐阜県多治見市金岡町3-85   ￥20,376,000



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 9月 8日　　　　　　14:20

契総財 第 19 号
恵那市役所構内電話交換業務委託
恵那市役所

電話交換業務、庁内放送、電報発注手続き等

1615
（株）中日サンクリーン

岐阜県恵那市東野1377-1   ￥21,434,400

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

令和 4年 9月14日
令和 4年10月 1日
令和 7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 9月 8日　　　　　　14:30

契総財 第 20 号
恵那市役所庁舎プロパンガス単価契約
恵那市役所

本庁舎空調用バルク18,850立方メートル・給湯用ボンベ60立方メートル、北庁
舎空調用ボンベ2,030立方メートル

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 落札   ￥6,240,000

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1    ￥6,972,900

2908
ミライフ西日本（株）　恵那ＳＣ

岐阜県恵那市大井町2540-11    ￥7,433,500

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    ￥7,999,000

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2    ￥8,376,000

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

令和 4年 9月14日
令和 4年10月 1日
令和 5年 9月30日


