
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 2年12月10日　　　　　　09:20

契建設 第 191 号

市場東山線歩道新設改良測量業務委託

明智町

業務延長L=190m　現地測量A=0.0038km2　路線測量L=180m

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥2,020,000

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    ￥2,070,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１ 落札   ￥1,900,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥2,070,000

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    ￥2,050,000

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    ￥2,000,000

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3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 2年12月10日　　　　　　09:25

契建設 第 192 号

市場東山線歩道新設改良詳細設計業務委託

明智町

業務延長L=190m　道路改良詳細設計L=180m　歩道改良詳細設計L=10m

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥3,820,000

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    ￥3,890,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥3,890,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥3,890,000

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    ￥3,800,000

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 落札   ￥3,650,000

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3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 2年12月10日　　　　　　09:30

契農政 第 46 号

恵那地区ため池廃止事業測量設計業務

恵那市大井町他

ため池廃止測量設計業務4箇所

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７ 落札   ￥6,500,000

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    ￥7,000,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥7,020,000

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    ￥6,900,000

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3年3月12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 2年12月10日　　　　　　09:35

契農林 第 58 号

林道正家鍋山線整備業務

長島町正家

整備延長L=1,515m　　刈払工　下刈り（灌木処理）A=0.6ha、草刈りA=6060㎡
路面整備W=3.5ｍ、L=200m、A＝700㎡��路側工　大型植生土のう設置　N=6個

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4 落札   ￥6,175,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2    ￥6,270,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827    ￥6,250,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1 　　　辞退

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3年3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 2年12月10日　　　　　　09:40

契農林 第 59 号

森林環境譲与税間伐事業　笠置72林班

恵那市笠置町

切捨て間伐面積　18.74ha

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4 落札   ￥6,585,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2    ￥6,700,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827    ￥6,665,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1 　　　辞退

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3年3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 2年12月10日　　　　　　09:45

契農林 第 60 号

森林環境譲与税間伐事業　串原12.14林班

恵那市串原

切捨て間伐面積　12林班9.98㌶　　　14林班15.06ha

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4    ￥6,930,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2    ￥6,950,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827 落札   ￥6,900,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1 　　　辞退

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3年3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 2年12月10日　　　　　　09:50

契農林 第 62 号

林道三森山線災害測量設計業務委託

上矢作町

測量・設計業務　1箇所　L=0.050km

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥1,400,000

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    ￥1,420,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１ 落札   ￥1,300,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥1,400,000

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    ￥1,400,000

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    ￥1,380,000

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3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

令和 2年12月10日　　　　　　14:00

契医高 第 87 号

老健ひまわり洗濯脱水機・ガス式乾燥機購入事業

恵那市介護老人保健施設ひまわり

全自動洗濯脱水機1台、ガス式乾燥機1台、既設機器の撤去

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1 落札   ￥2,701,600

4042
（有）オータエンジニアリング

岐阜県恵那市明智町片平1063-127    ￥3,420,000

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3年3月19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 2年12月10日　　　　　　14:30

契教ス 第 76 号

国体モニター配信・リモート学校応援委託業務

武並町岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場

令和３年１月28日から31日��モニター×７　配線500ｍ　映像変換機材��パソ
コン×１　モニター×１　ビデオカメラ×1　スタッフ等

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 落札   ￥1,620,000

3249
（株）ゼロワンカンパニー

岐阜県恵那市東野172    ￥2,130,000

4929
Ｒｉｎ＆Ｂｅｌｌアカデミー

岐阜県恵那市長島町中野475-28    ￥1,999,000

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3年2月1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 2年12月10日　　　　　　14:40

契農林 第 61 号

森林調査・集積計画作成業務委託　明智98外

恵那市明智町

意向調査、境界確認、線形調査、林分調査、施業方法検討、集積計画案作成
A=36.4ha

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4    ￥3,850,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2 落札   ￥3,740,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827    ￥3,805,000

3528
（特非）夕立山森林塾

岐阜県恵那市長島町正家613-10    ￥3,900,000

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3年3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 2年12月10日　　　　　　14:50

契上病 第 51 号

全身用Ｘ線ＣＴ診断装置購入事業

上矢作町3111番地２

国民健康保険上矢作病院のＣＴ室に全身用Ｘ線ＣＴ診断装置を購入する

647
（株）ワキタ商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南1-6-12   ￥27,100,000

1138
アルフレッサ（株）　多治見支店

岐阜県多治見市小泉町1-21-3   ￥27,150,000

1282
（株）名古屋医理科商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀2-3-29   ￥27,150,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639   ￥27,120,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1   ￥27,150,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24 落札  ￥27,000,000

2168
コニカミノルタジャパン（株）　ヘルスケアカンパニー岐
阜営業所

岐阜県岐阜市金町5-25 　　　辞退

2238
（株）八神製作所　多治見営業所

岐阜県多治見市太平町5-15-1   ￥27,100,000

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3年3月19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 2年12月10日　　　　　　15:00

契上病 第 52 号

ベットサイドモニター2式購入事業

上矢作町3111番地２

病棟のベットサイドモニター2式を更新

647
（株）ワキタ商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南1-6-12    ￥2,430,000

772
やまもと企画（株）

岐阜県可児市塩河1054-1 　　　辞退

1138
アルフレッサ（株）　多治見支店

岐阜県多治見市小泉町1-21-3    ￥2,450,000

1282
（株）名古屋医理科商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀2-3-29    ￥2,400,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥2,430,000

1675
（株）スズケン　多治見支店

岐阜県多治見市赤坂町8-175-2 　　　辞退

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥2,410,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥2,400,000



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 2年12月10日　　　　　　15:00

契上病 第 52 号

ベットサイドモニター2式購入事業

上矢作町3111番地２

病棟のベットサイドモニター2式を更新

2168
コニカミノルタジャパン（株）　ヘルスケアカンパニー岐
阜営業所

岐阜県岐阜市金町5-25 　　　辞退

2238
（株）八神製作所　多治見営業所

岐阜県多治見市太平町5-15-1 落札   ￥2,360,000

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3年3月19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 2年12月10日　　　　　　15:10

契医地 第 46 号

恵那病院医用テレメータ購入事業

市立恵那病院

購入後12年経過しており各部劣化が目立つため

647
（株）ワキタ商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南1-6-12    ￥3,681,000

772
やまもと企画（株）

岐阜県可児市塩河1054-1 　　　辞退

973
大誠医科器械（株）

愛知県名古屋市守山区元郷1-211    ￥3,675,000

1138
アルフレッサ（株）　多治見支店

岐阜県多治見市小泉町1-21-3 　　　辞退

1282
（株）名古屋医理科商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀2-3-29 落札   ￥3,630,000

1569
（株）フォーム　岐阜支店

岐阜県岐阜市木ノ下町5-16    ￥3,680,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥3,675,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥3,660,000



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 2年12月10日　　　　　　15:10

契医地 第 46 号

恵那病院医用テレメータ購入事業

市立恵那病院

購入後12年経過しており各部劣化が目立つため

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥3,680,000

2168
コニカミノルタジャパン（株）　ヘルスケアカンパニー岐
阜営業所

岐阜県岐阜市金町5-25 　　　辞退

2238
（株）八神製作所　多治見営業所

岐阜県多治見市太平町5-15-1    ￥3,685,000

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3年3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 2年12月10日　　　　　　15:20

契医地 第 50 号

恵那病院個人用透析用水作成装置購入事業

市立恵那病院

購入から10年経過しており老朽化がみられるため

973
大誠医科器械（株）

愛知県名古屋市守山区元郷1-211 落札   ￥2,200,000

1282
（株）名古屋医理科商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀2-3-29    ￥2,210,000

1569
（株）フォーム　岐阜支店

岐阜県岐阜市木ノ下町5-16    ￥2,220,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥2,220,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥2,220,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥2,221,000

2238
（株）八神製作所　多治見営業所

岐阜県多治見市太平町5-15-1    ￥2,221,000

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3年3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 2年12月10日　　　　　　15:30

契医地 第 51 号

恵那病院光学式眼軸長測定装置購入事業

市立恵那病院

光学式眼軸長測定装置の購入

1138
アルフレッサ（株）　多治見支店

岐阜県多治見市小泉町1-21-3 　　　辞退

1282
（株）名古屋医理科商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀2-3-29 落札   ￥4,030,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥4,040,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥4,035,000

2238
（株）八神製作所　多治見営業所

岐阜県多治見市太平町5-15-1    ￥4,045,000

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

令和 2年12月16日
令和 2年12月16日
令和 3年3月26日




