
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

令和元年7月11日　　　　　　09:40

契建設 第 50 号

市道長島町130号線測量業務委託

長島町正家

基準点測量N=4点　現地測量A=0.004km2　路線測量L=0.2km　打合せN=1業務

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥2,220,000

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    ￥2,250,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１ 落札   ￥2,070,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥2,250,000

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    ￥2,200,000

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    ￥2,220,000

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

令和元年7月18日
令和元年7月18日
令和元年12月27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

令和元年7月11日　　　　　　09:45

契上水 第 16 号

重要給水施設（大崎工区）管路設計業務委託

長島町中野

水道管路設計（耐震化工法検討等含む）：配水管φ300　L=140m、送水管φ250
　L=140m、��測量：縦断測量　L=140m、現地測量　A=0.0014km2

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    ￥3,990,000

49
（株）日水コン　岐阜事務所

岐阜県岐阜市東鶉７丁目６番地 　　　辞退

94
サンコーコンサルタント（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市市橋６ー１３ー１７    ￥4,446,000

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 　　　辞退

313
（株）オリンピアコンサルタント

岐阜県大垣市東町１ー３６    ￥4,400,000

333
日本工営（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南１ー５ー１ 　　　辞退

347
新日本設計（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市藪田東１ー１０ー８    ￥4,446,000

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    ￥4,446,000



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

令和元年7月11日　　　　　　09:45

契上水 第 16 号

重要給水施設（大崎工区）管路設計業務委託

長島町中野

水道管路設計（耐震化工法検討等含む）：配水管φ300　L=140m、送水管φ250
　L=140m、��測量：縦断測量　L=140m、現地測量　A=0.0014km2

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    ￥4,446,000

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 　　　辞退

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    ￥4,446,000

601
三翠建設コンサルタント（株）

岐阜県岐阜市市橋３丁目８番３号    ￥4,400,000

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    ￥4,446,000

701
新晃コンサルタント（株）恵那支店

岐阜県恵那市中野方町２２６４番地２    ￥4,446,000

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    ￥4,446,000



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

令和元年7月11日　　　　　　09:45

契上水 第 16 号

重要給水施設（大崎工区）管路設計業務委託

長島町中野

水道管路設計（耐震化工法検討等含む）：配水管φ300　L=140m、送水管φ250
　L=140m、��測量：縦断測量　L=140m、現地測量　A=0.0014km2

723
（株）中央設計技術研究所　東海支店

岐阜県岐阜市市橋３ー８ー３    ￥4,446,000

724
キタイ設計（株）岐阜事務所

岐阜県大垣市南頬町５ー２２ー１ 　　　辞退

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    ￥4,446,000

839
（株）ＮＪＳ　岐阜出張所

岐阜県岐阜市上茶屋町２８    ￥4,446,000

878
基礎地盤コンサルタンツ（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市加納新本町２ー２７    ￥4,446,000

932
（株）拓工　岐阜事務所

岐阜県各務原市那加不動丘２ー１７９ー２    ￥4,446,000

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    ￥4,446,000

1062
（株）日本インシーク　岐阜営業所

岐阜県岐阜市白山町２ー１５ 　　　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

令和元年7月11日　　　　　　09:45

契上水 第 16 号

重要給水施設（大崎工区）管路設計業務委託

長島町中野

水道管路設計（耐震化工法検討等含む）：配水管φ300　L=140m、送水管φ250
　L=140m、��測量：縦断測量　L=140m、現地測量　A=0.0014km2

1070
ＮＴＣコンサルタンツ（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市市橋６ー１３ー１７ 　　　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    ￥4,446,000

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    ￥4,446,000

1116
東和コンサルタント（株）

岐阜県瑞穂市別府１３９７ー１    ￥4,440,000

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 　　　辞退

1253
（株）太陽建設コンサルタント

岐阜県岐阜市光明町３ー１    ￥4,300,000

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 　　　辞退

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 　　　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

令和元年7月11日　　　　　　09:45

契上水 第 16 号

重要給水施設（大崎工区）管路設計業務委託

長島町中野

水道管路設計（耐震化工法検討等含む）：配水管φ300　L=140m、送水管φ250
　L=140m、��測量：縦断測量　L=140m、現地測量　A=0.0014km2

1425
（株）岐阜ソイルコンサルタント

岐阜県岐阜市薮田南５丁目１０番地５    ￥4,000,000

1527
（株）日本水工コンサルタント　岐阜事務所

岐阜県岐阜市茜部大野２ー９０ー１    ￥4,446,000

1553
（株）エイト日本技術開発　岐阜事務所

岐阜県岐阜市西荘１丁目１３番１５号 　　　辞退

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    ￥4,446,000

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 　　　辞退

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 　　　辞退

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    ￥4,446,000

1813
八千代エンジニヤリング（株）岐阜事務所

岐阜県大垣市桐ケ崎町３７番地２ 　　　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

令和元年7月11日　　　　　　09:45

契上水 第 16 号

重要給水施設（大崎工区）管路設計業務委託

長島町中野

水道管路設計（耐震化工法検討等含む）：配水管φ300　L=140m、送水管φ250
　L=140m、��測量：縦断測量　L=140m、現地測量　A=0.0014km2

1905
（株）エフウォーターマネジメント　岐阜事務所

岐阜県大垣市藤江町３丁目９２番地１ 　　　辞退

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 　　　辞退

2813
（株）第一設計　岐阜営業所

岐阜県各務原市下中屋町３丁目１３９番地の２    ￥4,440,000

4390
中部水工設計（株）岐阜事務所

岐阜県多治見市滝呂町１２丁目２１２番地２４ 落札   ￥3,510,000

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

令和元年7月18日
令和元年7月18日
令和元年12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

令和元年7月11日　　　　　　09:50

契上水 第 17 号

重要給水施設（武並工区）管路設計業務委託

長島町久須見、武並町　竹折

現地測量　A=0.00782k㎡、路線測量　L=782ｍ、布設替詳細設計　配水管φ300
　L=782ｍ

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥4,200,000

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    ￥4,200,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥4,200,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６ 落札   ￥4,060,000

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    ￥4,200,000

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    ￥4,170,000

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

令和元年7月18日
令和元年7月18日
令和元年9月27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

令和元年7月11日　　　　　　09:55

契上水 第 18 号

重要給水施設（正家工区）管路設計業務委託

長島町中野

現地測量　A=0.00502k㎡、路線測量　L=502ｍ、布設替詳細設計　配水管φ400
　L=502ｍ

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥4,780,000

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   ￥4,550,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥4,800,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥4,800,000

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    ￥4,800,000

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    ￥4,750,000

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

令和元年7月18日
令和元年7月18日
令和元年9月27日


