
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

平成30年6月7日　　　　　　09:25

建都 第 22 号

都市計画基礎調査及び解析・区域検討業務

恵那市

都市計画の策定に必要な基礎的データの調査及び分析、都市計画区域マスター
プランの見直しに係る素案作成

490
大日本コンサルタント（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市市橋３ー１ー２１   ￥11,299,000

569
（株）オオバ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市福住町１ー２０ 落札   ￥7,770,000

599
玉野総合コンサルタント（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市藪田南１丁目５ー１   ￥11,299,000

713
（株）テイコク　中津川営業所

岐阜県中津川市中津川字地蔵堂８８３ー２２８   ￥11,299,000

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

1077
（株）パスコ　岐阜支店

岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地   ￥11,000,000

1143
（株）建設技術研究所　岐阜事務所

岐阜県岐阜市吉野町６ー１４    ￥9,800,000

1222
（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番１０    ￥8,500,000



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

平成30年6月7日　　　　　　09:25

建都 第 22 号

都市計画基礎調査及び解析・区域検討業務

恵那市

都市計画の策定に必要な基礎的データの調査及び分析、都市計画区域マスター
プランの見直しに係る素案作成

1378
国際航業（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地   ￥11,299,000

1690
アジア航測（株）恵那営業所

岐阜県恵那市大井町神ノ木２７１ー１４   ￥11,299,000

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

平成30年6月11日
平成30年6月11日
平成31年3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

平成30年6月7日　　　　　　09:30

上水 第 14 号

支障移設（恵那八百津線）詳細設計業務委託

飯地町

設計延長L=400m

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７ 落札   ￥2,200,000

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    ￥2,400,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥2,400,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥2,400,000

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    ￥2,380,000

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    ￥2,300,000

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

平成30年6月11日
平成30年6月11日
平成30年9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

平成30年6月7日　　　　　　14:00

市税 第 7 号

固定資産支援システム地番現況図データ補正

恵那市

平成30年12月末までに登記を完了した公図データを基に、税務課内で管理する
公図データ、地番図データを補正する。また、路線価等についてもシステムを
更新する。（登記異動公図修正分2,400筆）

598
朝日航洋（株）岐阜支店

岐阜県大垣市今宿６丁目５２番地１８   ￥10,100,000

599
玉野総合コンサルタント（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市藪田南１丁目５ー１   ￥13,420,000

713
（株）テイコク　中津川営業所

岐阜県中津川市中津川字地蔵堂８８３ー２２８    ￥9,500,000

888
中日本航空（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市長住町９ー１１    ￥9,300,000

1077
（株）パスコ　岐阜支店

岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地    ￥9,400,000

1222
（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番１０ 落札   ￥8,500,000

1378
国際航業（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地    ￥9,850,000

1690
アジア航測（株）恵那営業所

岐阜県恵那市大井町神ノ木２７１ー１４    ￥9,800,000



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

平成30年6月7日　　　　　　14:00

市税 第 7 号

固定資産支援システム地番現況図データ補正

恵那市

平成30年12月末までに登記を完了した公図データを基に、税務課内で管理する
公図データ、地番図データを補正する。また、路線価等についてもシステムを
更新する。（登記異動公図修正分2,400筆）

3973
（株）中測技研　岐阜支店

岐阜県岐阜市鏡島西三丁目１８番１３　    ￥9,800,000

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

平成30年6月11日
平成30年6月11日
平成31年3月22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

平成30年6月7日　　　　　　14:10

上水 第 10 号

車両一体型給水タンク車購入事業

長島町中野　大崎浄水場

車両一体型給水タンク車

1618
（有）原モータース

岐阜県恵那市上矢作町4008-4   ￥14,880,000

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  ￥14,000,000

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 　　　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

3130
（有）恵那マツダ

岐阜県恵那市大井町737-2 　　　辞退

3722
恵南サービス

岐阜県恵那市岩村町2548-4 　　　辞退

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

平成30年6月11日
平成30年6月11日
平成30年12月20日


