
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8月30日　　　　　　09:10

商観 第 72 号

恵那峡地区都市再生整備計画事後評価業務委託

大井町

事後評価業務、報告書作成、打合せ協議　一式

143
大日コンサルタント（株）恵那事務所

岐阜県恵那市長島町中野７００ー１    ￥4,620,000

300
セントラルコンサルタント（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８    ￥3,950,000

569
（株）オオバ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市福住町１ー２０    ￥4,620,000

581
（株）石田技術コンサルタンツ　恵那営業所

岐阜県恵那市長島町中野２９３番地４    ￥4,620,000

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    ￥3,480,000

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    ￥4,620,000

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    ￥4,620,000

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 落札   ￥3,190,000



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8月30日　　　　　　09:10

商観 第 72 号

恵那峡地区都市再生整備計画事後評価業務委託

大井町

事後評価業務、報告書作成、打合せ協議　一式

1557
（株）間瀬コンサルタント　岐阜営業所

岐阜県岐阜市西野町一丁目１２番地    ￥4,400,000

1662
中央コンサルタンツ（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市金町６ー６    ￥4,150,000

1672
（株）イビソク　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町永田字中島３４８ー２２    ￥4,500,000

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

平成30年9月3日
平成30年9月3日
平成31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

平成30年8月30日　　　　　　09:15

建設 第 76 号

武並町竹折地区所有者情報調査業務

武並町竹折

武並町竹折地区における該当地番の相続人調査実施

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥1,500,000

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 落札   ￥1,440,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥1,500,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥1,520,000

849
鵜飼計測（株）

岐阜県恵那市大井町１１２０ー２１２    ￥1,515,000

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    ￥1,500,000

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

平成30年9月3日
平成30年9月3日
平成30年10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

平成30年8月30日　　　　　　09:20

公下 第 22 号

公共下水道ストックマネジメント策定業務委託

恵那市　一円

公共下水道　管路施設ストックマネジメント策定業務（簡易版） N=1式、スト
ックマネジメント取り纏め業務（簡易版6処理区）N=1式

474
若鈴コンサルタンツ（株）岐阜事務所

岐阜県大垣市静里町３１４ー６   ￥25,900,000

488
中日本建設コンサルタント（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市市橋３ー８ー３   ￥22,900,000

569
（株）オオバ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市福住町１ー２０ 　　　辞退

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  ￥13,900,000

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   ￥28,722,000

836
日本水工設計（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市茜部神清寺２ー１９ー１   ￥28,722,000

839
（株）ＮＪＳ　岐阜出張所

岐阜県岐阜市上茶屋町２８   ￥28,722,000

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   ￥28,722,000



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8月30日　　　　　　09:20

公下 第 22 号

公共下水道ストックマネジメント策定業務委託

恵那市　一円

公共下水道　管路施設ストックマネジメント策定業務（簡易版） N=1式、スト
ックマネジメント取り纏め業務（簡易版6処理区）N=1式

1062
（株）アスコ大東　岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀２ー３ー２６   ￥28,722,000

1085
（株）極東技工コンサルタント　岐阜中央事務所

岐阜県岐阜市粟野東２丁目１６７   ￥28,722,000

1359
（株）日建技術コンサルタント　岐阜営業所

岐阜県岐阜市金町６ー１５   ￥28,722,000

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   ￥19,900,000

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   ￥17,970,000

2181
（株）日新技術コンサルタント　岐阜出張所

岐阜県岐阜市本町４ー６   ￥28,722,000

2774
（株）中部設計　下呂営業所

岐阜県下呂市萩原町羽根２５７５ー２ 　　　辞退

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

平成30年9月3日
平成30年9月3日
平成31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

平成30年8月30日　　　　　　09:20

建設 第 77 号

槇ヶ根折坂線（長島町255号線）補償算定業務

長島町中野字槇ヶ根

市道槇ヶ根折坂線（長島町255号線）に係る補償物件の調査及び補償費の算出
・立竹木の調査��・非木造建物の調査��・動産調査等

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥3,400,000

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    ￥3,385,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥3,380,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥3,400,000

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 落札   ￥3,200,000

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

平成30年9月3日
平成30年9月3日
平成30年10月31日

taichi_ichikawa
テキストボックス
予定価格：　3,655,800円



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8月30日　　　　　　14:00

建設 第 82 号

車載式小型凍結防止剤散布機購入事業

長島町正家

ホッパー容量0.5ｍ3　1台

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4 落札   ￥1,550,000

2502
（株）原鉄　西武支店　東濃営業所

岐阜県恵那市東野白坂1895-15    ￥1,650,000

3325
アジア産業（株）　東濃営業所

岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根2087-220    ￥1,650,000

4124
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折1288-1    ￥1,700,000

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

平成30年9月3日
平成30年9月3日
平成30年11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

平成30年8月30日　　　　　　14:10

エコ 第 40 号

低濃度脱臭用脱臭装置活性炭交換業務委託

恵那市長島町久須見　エコセンター恵那

低濃度臭気用脱臭装置　１式　　ごみピット用脱臭装置　１式

987
木全化学（株）

岐阜県多治見市錦町3-5-2    ￥5,600,000

1188
伊勢久（株）　多治見営業所

岐阜県多治見市平和町4-48-4 　　　辞退

1287
（株）黒田商事　岐阜営業所

岐阜県中津川市神坂3506-84    ￥7,124,500

1477
（株）高和

岐阜県恵那市長島町中野700-1    ￥5,650,000

1684
ケアリンク

岐阜県瑞浪市稲津町萩原898    ￥3,750,000

2179
朝日ろ過材（株）

岐阜県土岐市肥田浅野双葉町1-1-1 落札   ￥3,300,000

4190
中部クリーン（株）　中津川営業所

岐阜県中津川市栄町2-8    ￥5,800,000

4201
メタウォーター（株）　営業本部　中日本営業部

愛知県名古屋市西区名駅2-27-8    ￥4,850,000



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8月30日　　　　　　14:10

エコ 第 40 号

低濃度脱臭用脱臭装置活性炭交換業務委託

恵那市長島町久須見　エコセンター恵那

低濃度臭気用脱臭装置　１式　　ごみピット用脱臭装置　１式

4244
（株）サンテックス

岐阜県土岐市妻木町1399-8    ￥4,600,000

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

平成30年9月3日
平成30年9月3日
平成31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

平成30年8月30日　　　　　　14:20

教総 第 41 号

スクールバス購入事業（山岡小2号車）

山岡町

老朽化したスクールバスの更新

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    ￥6,600,000

1415
三菱ふそうトラック・バス（株）

岐阜県羽島郡岐南町上印食7-89 　　　辞退

1618
（有）原モータース

岐阜県恵那市上矢作町4008-4 落札   ￥6,555,000

2687
岐阜日産自動車（株）　法人営業室

岐阜県岐阜市東興町1 　　　辞退

4348
（株）東和電子システム

岐阜県各務原市蘇原新栄町1-25-5 　　　辞退

4746
東海クラリオン（株）

愛知県名古屋市中区正木1-14-9 　　　辞退

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

平成30年9月3日
平成30年9月3日
平成31年3月29日




