
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10月 6日　　　　　　09:05

契建リ 第 12 号
市道大井町118号線補償算定業務
大井町

木造建物A＝1棟、木造建物C＝2棟、非木造建物B＝1棟、非木造建物D＝1棟、付
帯工作物調査及び算定＝3箇所、その他通損＝3世帯、現地踏査一式、作業計画
策定一式、打合せ協議一式

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   ￥4,490,000

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥4,680,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥4,700,000

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    ￥4,700,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥4,730,000

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

令和 4年10月12日
令和 4年10月12日
令和 5年 3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10月 6日　　　　　　09:10

契公下 第 14 号
公共　土々ヶ根工区管渠詳細設計業務
大井町土々ヶ根

現地測量　A=0.034km2　縦断測量　L=0.9km  開削工法設計　下水道管　L=900
m

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  ￥12,200,000

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７   ￥12,600,000

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   ￥12,700,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１   ￥12,800,000

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

令和 4年10月12日
令和 4年10月12日
令和 5年 3月17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10月 6日　　　　　　14:00

契上水 第 25 号
恵那市漏水調査業務
恵那市

指定箇所　N=224箇所　音聴調査　L=65.0㎞　戸別調査　N=500戸

4327
東和コンサルタント（株）

岐阜県瑞穂市別府1397-1 落札   ￥5,800,000

551
（株）西日本水道センター　名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦1-20-8-4Ｆ    ￥6,000,000

4895
（株）コスモリサーチ中部支店

愛知県名古屋市西区名駅2-34-17-1101    ￥6,000,000

101
（株）サンリーク　名古屋営業所

愛知県名古屋市中区丸の内3-7-26    ￥6,100,000

2680
（株）リクチ漏水調査　名古屋営業所

愛知県名古屋市中区栄1-23-29    ￥6,100,000

6078
（株）サンスイ　名古屋支店

愛知県名古屋市中村区名駅3-23-16　タキビル１階    ￥6,100,000

4489
（株）城南メンテナンス　名古屋営業所

愛知県名古屋市西区中小田井4-478    ￥6,170,000

2052
フジテコム（株）　中部支店

愛知県名古屋市東区葵3-23-7    ￥6,200,000



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10月 6日　　　　　　14:00

契上水 第 25 号
恵那市漏水調査業務
恵那市

指定箇所　N=224箇所　音聴調査　L=65.0㎞　戸別調査　N=500戸

4153
水道テクニカルサービス（株）名古屋営業所

愛知県名古屋市中村区名駅4-24-16    ￥6,200,000

4333
（株）東利　岐阜支店

岐阜県海津市南濃町山崎965-2    ￥6,200,000

4092
フジ地中情報（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市東区葵3-15-31    ￥6,300,000

4811
松本漏水調査（株）

長野県松本市大字島立2194    ￥6,300,000

3719
（株）テクノスジャパン　関西支店

大阪府大阪市北区梅田1-11-4-1100-11-10    ￥6,500,000

1605
ヴェオリア・ジェネッツ（株）　中部支店

愛知県名古屋市東区葵3-15-31 　　　辞退

4293
（株）山越

愛知県名古屋市西区則武新町1-3-5 　　　辞退

4761
東日本漏水調査（株）　名古屋営業所

愛知県名古屋市中区栄5-26-36-7F 　　　辞退

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

令和 4年10月12日
令和 4年10月12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10月 6日　　　　　　14:10

契上水 第 37 号
水道用ろ材（緩速用ろ過砂）単価契約
恵那市

水道用ろ材（緩速用ろ過砂）　N=一式

4955
（有）土井鉱業

岐阜県恵那市明智町阿妻447-2 落札   ￥1,830,500

3700
花菱建材（株）

岐阜県恵那市上矢作町小田子536-2    ￥2,710,000

4786
（株）春日井

岐阜県恵那市山岡町原747-3    ￥2,717,000

3664
（株）丸河興業

岐阜県恵那市岩村町2144-2 　　　辞退

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

令和 4年10月12日
令和 4年10月12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10月 6日　　　　　　14:30

契建都 第 40 号
中央公園遊具購入事業
恵那市大井町

複合遊具1式、ロッキング遊具1式、ブランコ1式、2連低鉄棒1式、パネルプレ
イ1式、ワニワニスライダー1式、アーチライダー1式。

3922
中部パークシステム（株）

岐阜県大垣市中川町4-157-3 落札  ￥13,400,000

4070
内田工業（株）

愛知県名古屋市中川区好本町3-67   ￥13,800,000

4300
（有）Ｇ・プラン

岐阜県岐阜市六条片田1-29-12   ￥14,000,000

3252
（株）ジャクエツ　多治見店

岐阜県多治見市十九田町2-63-1   ￥14,300,000

4184
（株）東海遊具製作所

岐阜県各務原市山脇町3-2   ￥14,500,000

4325
（株）ヤマユウ　関店

岐阜県関市小屋名783-1   ￥14,600,000

4097
長谷川体育施設（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市清755   ￥14,900,000

3639
ゴコウ（株）　中部支店

愛知県名古屋市守山区鳥神町7   ￥15,000,000



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10月 6日　　　　　　14:30

契建都 第 40 号
中央公園遊具購入事業
恵那市大井町

複合遊具1式、ロッキング遊具1式、ブランコ1式、2連低鉄棒1式、パネルプレ
イ1式、ワニワニスライダー1式、アーチライダー1式。

4717
㈱中村製作所

千葉県松戸市小山510 　　　辞退

4986
イノコ（株）

愛知県名古屋市昭和区滝川町31-32 　　　辞退

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

令和 4年10月12日
令和 4年10月12日
令和 5年 1月31日


