
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 3年7月1日　　　　　　09:15

契建設 第 70 号

槙ヶ根浜松線他道路改良詳細設計業務委託

武並町竹折

道路詳細設計L=760m、路線測量L=760m、現地測量L=760m

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７   ￥14,200,000

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   ￥14,470,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１   ￥14,300,000

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 落札  ￥13,700,000

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

令和 3年7月7日
令和 3年7月7日
令和 4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 3年7月1日　　　　　　14:00

契教総 第 71 号

恵那市学校給食センター給食配送車購入事業

大井町恵那市大井町　恵那市学校給食センター

給食配送車（普通貨物車２ｔ　６M/T　2WD）、アルミ簡易保冷車（垂直ゲート
800Kg付き）恵那市マスコットキャラクター書入れ、左右一対、スタットレス
タイヤ（205/70R16）6本

357
岐阜日野自動車（株）　中津川営業所

岐阜県中津川市茄子川字堤下2079-50    ￥6,237,000

1655
いすゞ自動車中部（株）　東濃支店　恵那サービスセンタ
ー

岐阜県恵那市大井町2087 落札   ￥5,800,000

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

令和 3年7月7日
令和 3年7月7日
令和 4年2月26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 3年7月1日　　　　　　14:20

契水環 第 72 号

恵那市内環境関連施設環境影響調査業務委託

恵那市内

えな斎苑、藤花苑、恵南衛生センター、エコセンター恵那、市役所他環境影響
調査

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    ￥9,000,000

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8 落札   ￥7,700,000

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    ￥8,800,000

1873
（株）富士清空工業所

岐阜県岐阜市加納本町6-18    ￥9,700,000

1874
（株）環境測定センター

岐阜県羽島郡岐南町上印食3-178    ￥8,700,000

4049
（一財）岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜県岐阜市曙町4-6    ￥8,800,000

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    ￥8,500,000

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 　　　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 3年7月1日　　　　　　14:20

契水環 第 72 号

恵那市内環境関連施設環境影響調査業務委託

恵那市内

えな斎苑、藤花苑、恵南衛生センター、エコセンター恵那、市役所他環境影響
調査

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 　　　辞退

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

令和 3年7月7日
令和 3年7月7日
令和 4年3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 3年7月1日　　　　　　14:30

契市民 第 7 号

自治体窓口証明発行システム機器賃貸借

恵那市役所　市民課

自治体窓口証明発行システム　富士フイルムビジネスイノベーションジャパン
製　DocuStation 3071AS-1

173
しんきん総合リース（株）

岐阜県岐阜市吉津町2-1 　　　辞退

607
十六リース（株）

岐阜県岐阜市神田町7-12
くじ
落札   ￥3,162,000

960
（株）JECC

東京都千代田区丸の内3-4-1 　　　辞退

1150
共友リース（株）

愛知県名古屋市中村区豊国通1-22-2    ￥3,192,000

1503
ＮＴＴ・ＴＣリース（株）　東海支店

愛知県名古屋市東区東桜1-1-10 　　　辞退

1646
三菱電機クレジット（株）　中部支店

愛知県名古屋市中区丸の内3-20-9    ￥3,162,000

1821
ＮＥＣキャピタルソリューション（株）　中部支店

愛知県名古屋市中区錦1-17-1 　　　辞退

1990
三菱HCキャピタル（株）

東京都千代田区丸の内1-5-1 　　　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 3年7月1日　　　　　　14:30

契市民 第 7 号

自治体窓口証明発行システム機器賃貸借

恵那市役所　市民課

自治体窓口証明発行システム　富士フイルムビジネスイノベーションジャパン
製　DocuStation 3071AS-1

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    ￥3,180,000

6022
日通リース＆ファイナンス（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市長住町10-1    ￥3,186,000

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

令和 3年8月1日
令和 3年8月1日
令和 8年7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 3年7月1日　　　　　　14:40

契市税 第 8 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現況図
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    ￥9,000,000

4080
中日本航空（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市長住町9-11    ￥8,450,000

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    ￥8,300,000

4094
（株）日本インシーク　岐阜営業所

岐阜県岐阜市白山町2-15    ￥8,500,000

4157
朝日航洋（株）　岐阜支店

岐阜県大垣市今宿6-52-18    ￥9,000,000

4179
（株）トライ　恵那営業所

岐阜県恵那市長島町正家272-123    ￥8,200,000

4205
アジア航測（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市市橋4-6-7   ￥10,000,000

4233
国際航業（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市金町5-24   ￥10,660,000



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 3年7月1日　　　　　　14:40

契市税 第 8 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現況図
データを補正する。

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   ￥7,450,000

4245
（株）パスコ　岐阜支店

岐阜県岐阜市金町5-24    ￥8,150,000

4328
（株）名邦テクノ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市栄新町3-92    ￥8,400,000

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    ￥8,200,000

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

令和 3年7月7日
令和 3年7月7日
令和 4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 3年7月1日　　　　　　14:50

契市税 第 9 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     ￥610,000

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      ￥800,000

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      ￥935,000

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 3年7月7日
令和 3年7月7日
令和 4年3月21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 3年7月1日　　　　　　15:00

契教ス 第 21 号

ポーランドカヌーチーム市内送迎用車両借上業務

恵那市

ワゴン車　10人乗り　４台

1478
（株）チェリー東濃

岐阜県恵那市長島町中野1-11-3      ￥762,000

1618
（有）原モータース

岐阜県恵那市上矢作町4008-4      ￥756,000

2293
（有）くるまの河田

岐阜県恵那市岩村町富田916-1 落札     ￥672,000

3514
（株）アクティオ　恵那出張所

岐阜県恵那市大井町2540-1      ￥750,000

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

令和 3年7月7日
令和 3年7月7日
令和 3年8月6日




