
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27日　　　　　　09:45

契建設 第 112 号
長島町335号線他補償調査業務委託
長島町永田

立木調査、木造建物調査C、付帯工作物調査、独立工作物、動産調査、通損調
査

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７ 落札   ￥3,600,000

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    ￥3,900,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥3,900,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥3,900,000

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    ￥3,900,000

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

令和 4年11月 2日
令和 4年11月 2日
令和 5年 1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27日　　　　　　09:50

契公下 第 15 号
ストックマネジメント更新策定業務
恵那市

ストックマネジメント更新策定業務　N=1式　（奥戸処理区（ポンプ場含む）
、恵那峡処理区、明智処理区、竹折処理区、岩村処理区、上矢作処理区の各処
理場、MP、管路）

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  ￥11,000,000

836
日本水工設計（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市加納寿町１丁目９番地   ￥18,000,000

1690
アジア航測（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市市橋４ー６ー７   ￥18,608,000

2795
（株）浪速技研コンサルタント　中部事務所

愛知県豊田市桜町２丁目５４番地   ￥18,608,000

378
（株）ニュージェック　岐阜事務所

岐阜県岐阜市蔵前７丁目６番１７号 　　　辞退

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

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

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 　　　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10月27日　　　　　　09:50

契公下 第 15 号
ストックマネジメント更新策定業務
恵那市

ストックマネジメント更新策定業務　N=1式　（奥戸処理区（ポンプ場含む）
、恵那峡処理区、明智処理区、竹折処理区、岩村処理区、上矢作処理区の各処
理場、MP、管路）

3961
（株）新日本コンサルタント

富山県富山市奥田新町１ー２３ 　　　辞退

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

令和 4年11月 2日
令和 4年11月 2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10月27日　　　　　　14:00

契ま交 第 16 号
恵那市自主運行バス車両購入事業
恵那市

自主運行バス車両（10人乗り）1台の購入

1897
岐阜トヨタ自動車（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町学頭1207-2 落札   ￥3,274,980

264
（有）カーエージェント中垣

岐阜県恵那市大井町2601-125    ￥3,339,580

1618
（有）原モータース

岐阜県恵那市上矢作町4008-4 　　　辞退

2293
（有）くるまの河田

岐阜県恵那市岩村町富田916-1 　　　辞退

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

令和 4年11月 2日
令和 4年11月 2日
令和 5年 3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27日　　　　　　14:10

契上水 第 38 号
水道料金検針システム機器更新
長島町正家

スマートデバイス及び外付けレシートプリンタ、周辺機器の購入。

4298
トーテックアメニティ（株）　岐阜事業所

岐阜県岐阜市吉野町6-6 落札   ￥2,769,000

4091
中央電子光学（株）　東濃支店

岐阜県恵那市大井町土々ヶ根2628-9    ￥3,300,000

4310
中部事務機（株）　多治見営業所

岐阜県多治見市前畑町2-13    ￥3,350,000

2049
（株）インフォファーム

岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-8-4    ￥3,400,000

3224
（株）上智　岐阜支店

岐阜県土岐市泉大島町3-23-1    ￥5,000,000

171
富士電機ITソリューション（株）　岐阜支店

岐阜県岐阜市吉野町6-16 　　　辞退

2133
（株）サイエンスネット

岐阜県大垣市小野4-35-8 　　　辞退

2235
（株）システムヨシムラ

岐阜県中津川市中津川3133-1 　　　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10月27日　　　　　　14:10

契上水 第 38 号
水道料金検針システム機器更新
長島町正家

スマートデバイス及び外付けレシートプリンタ、周辺機器の購入。

3310
（有）シースリー

岐阜県土岐市土岐津町土岐口863-1 　　　辞退

4073
（株）トーエネック　多治見営業所

岐阜県多治見市生田町3-61 　　　辞退

4267
教育産業（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市市橋5-4-18 　　　辞退

4289
（株）フューチャーイン　岐阜営業所

岐阜県岐阜市神田町9-27 　　　辞退

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

令和 4年11月 2日
令和 4年11月 2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27日　　　　　　14:20

契教総 第 145 号
小中学校FF式石油暖房機保守点検業務委託
恵那市市内各小中学校

FF式石油暖房機保守点検　N＝531台（小学校N＝278台、中学校N＝253台）

4137
（株）奥山水道設備工業

岐阜県恵那市大井町2194-34 落札   ￥3,079,800

4085
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見1092-7    ￥3,504,600

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2    ￥3,610,800

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

令和 4年11月 2日
令和 4年11月 2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10月27日　　　　　　14:30

契教学 第 56 号
小中学校遠隔交流用機器導入事業
恵那市

・大人数向けUSBスピーカーフォン　31台  ・大人数向けUSBスピーカーフォン
　拡張用マイク（２台入り）　22セット  ・Webカメラ　22台

3218
リコージャパン（株）マーケティング本部　岐阜支社　岐
阜営業部
岐阜県恵那市大井町2087-358 落札   ￥2,556,690

3422
（株）ホケンドー

岐阜県恵那市明智町1881-1-2    ￥2,648,000

4091
中央電子光学（株）　東濃支店

岐阜県恵那市大井町土々ヶ根2628-9    ￥2,750,000

6102
（合）ＡＧＥＮＴ　ＡＸＩＳ

岐阜県恵那市大井町2601-15    ￥2,850,000

3222
（株）トーノーセキュリティ　恵那支店

岐阜県恵那市長島町中野1183-10    ￥2,890,000

7
（有）イソップ

岐阜県恵那市明智町1847-1    ￥2,961,000

1869
（有）ＴＥＳミツオカ

岐阜県恵那市長島町永田483-9    ￥2,999,400

3226
Ｇ－ＴＥＣ（株）

岐阜県恵那市東野2632    ￥3,230,000



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27日　　　　　　14:30

契教学 第 56 号
小中学校遠隔交流用機器導入事業
恵那市

・大人数向けUSBスピーカーフォン　31台  ・大人数向けUSBスピーカーフォン
　拡張用マイク（２台入り）　22セット  ・Webカメラ　22台

3324
（株）東濃デンソーサービス

岐阜県恵那市大井町1120-16 　　　辞退

3632
（株）丸天産業

岐阜県恵那市長島町永田348-28 　　　辞退

4329
（株）アミックスコム

岐阜県恵那市長島町中野449-13 　　　辞退

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

令和 4年11月 2日
令和 4年11月 2日
令和 5年 1月31日


