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入札日 工事名・件名 場所 工種 予定価格（円） 落札者 落札金額（円） 指名業者 担当課

㈱日本水道設計社甲府営業所　　　　　㈱東日甲府営業所

オリジナル設計㈱山梨営業所　　　　　　㈱エイト日本技術開発山梨事務所

㈱オリエンタルコンサルタンツ山梨事務所　　　　第一復建㈱山梨支店

㈱匠メディカル　　　　　豊前医化㈱営業本部　　　　　マコト医科精機㈱

綜合警備保障㈱山梨支社　　　　　日本連合警備㈱

三和防災㈱　　　　　㈲山梨消防防災センター　　　　　セントラル防災㈱

東八防災㈱　　　　　㈲中村ポンプ工作所

㈱伸電工業　　　　　　　　㈱大成電気　　　　　　　　　　㈲三栄電設　　　　

峡南電機㈱　　　　　　　　㈲深沢電器商会

㈲梶本管工　　　　　　依田ポンプ㈲　　　　　　㈲入倉鉄工所

㈲長澤水道　　　　　　　㈲石井住宅設備　　　㈲井上設備工業

㈱大久保管工　　　　　高橋商事㈲

㈲梶本管工　　　　　　依田ポンプ㈲　　　　　　㈲入倉鉄工所

㈲長澤水道　　　　　　　㈲石井住宅設備　　　㈲井上設備工業

㈱大久保管工　　　　　高橋商事㈲

㈲梶本管工　　　　　　依田ポンプ㈲　　　　　　㈲入倉鉄工所

㈲長澤水道　　　　　　　㈲石井住宅設備　　　㈲井上設備工業

㈱大久保管工　　　　　高橋商事㈲

㈱柳澤建設　　　　　　栄建設工業㈱　　　　　　鶴田組建設㈲

㈱フカサワ　　　　　　　源工業㈱　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　栄建設工業㈱　　　　　　鶴田組建設㈲

㈲井上興業　　　　　　㈱フカサワ　　　　　　　　大森建設㈱

㈱天満組　　　　　　　　　　㈱依田組　　　　　　　　　　㈱柳澤建設　　　　　　　　　

神田建設㈱　　　　　　　　 ㈱巽建設　　　　　　　　　　栄建設工業㈱

鶴田組建設㈲　　　　　　  ㈲井上興業　　　　　　　　 ㈱フカサワ

㈱依田組　　　　　　　　　　山梨ガーデン㈱　　　　　 ㈱柳澤建設

神田建設㈱　　　　　　　　 ㈱甲州土木                   栄建設工業㈱

鶴田組建設㈲                ㈱フカサワ

井上建設㈱                 ㈱天満組                         ㈱依田組　　　　　　　

山梨ガーデン㈱           ㈱柳澤建設                      神田建設㈱

㈱甲州土木

㈱サンニチ印刷　　　　　　　　㈱少國民社

㈱ぎょうせい　　　　　　　　　　鬼灯書籍㈱

㈱会議録研究所

584,000 町民生活課

建設課

11/28 ごみ収集計画表等翻訳業務委託 町内 委託 880,000 ㈱少國民社

工事 16,950,000 ㈱天満組 16,600,00010/27 東川付け替え工事に伴う用排水路改修工事 青柳町

18,550,000 建設課

上下水道課

10/27 水辺プラザ整備工事 鰍沢 工事 18,950,000 ㈱フカサワ

工事 9,740,000 ㈱巽建設 9,540,00010/27 青柳汚水枝線32-2-23-5号管布設工事 最勝寺・天神中条

9,300,000 建設課

建設課

10/27 東川付け替え工事に伴う道路復旧工事 青柳町 工事 9,480,000 井上建設㈱

工事 4,300,000 ㈱柳澤建設 4,150,00010/27 町道小柳川長知沢線災害復旧工事 鰍沢

10,760,000 上下水道課

建設課

10/27 第１水源北道路外配水管布設替工事 最勝寺 工事 11,100,000 ㈲長澤水道

工事 9,850,000 ㈲入倉鉄工所 9,550,00010/27 水辺プラザ水道施設整備工事 鰍沢

978,000 上下水道課

子育て支援課

10/27 営農飲雑用水導水管本復旧工事 鳥屋 工事 990,000 高橋商亊㈲

物品 2,440,000 ㈲三栄電設 2,400,00010/27
地域子育て拠点及び感染症予防等こども安
全対策事業用備品購入

町内

1,080,000 福祉保健課

子育て支援課

10/27 救急医療情報キット購入 長沢 物品 1,360,000 東八防災㈱

物品 1,660,000 日本連合警備㈱ 990,00010/27 自動体外式除細動器(AED)購入 町内

10/27 富士川町上下水道台帳作成業務委託 町内 7,300,000
オリジナル設計㈱山
梨営業所

7,100,000 上下水道課委託

(金額はいずれも税抜きです）
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入札日 工事名・件名 場所 工種 予定価格（円） 落札者 落札金額（円） 指名業者 担当課

㈱システムインナカゴミ　　　　　　　　　㈱甲府情報システム

㈱山梨ニューメディアセンター　　　　　㈱富士通エフサス山梨支店

リコージャパン㈱関東営業本部山梨支社

㈱ダスラップサービス　　　　㈱三友　　　　　　㈱プレジァコーポレーション

ティーエーシー武田消毒㈱　　　　　　　　　　　㈱アサヒ総合サービス

㈱川口測量設計　　　　㈱オーツヤ測量　　　　㈱ケイ・データインジニア

㈲グローバルエンジニア　　　日新測量㈱　　　　　平成コンサルタンツ㈱

ハマポリ酒井産業㈱　　　　　　　ジェイフィルム㈱

㈱丸富　　　　　　　　　㈱サトー交易　　　　　越健産業㈱

大倉工業㈱東京支店

㈱正直堂　　　　　　　　　㈱マルアイ産機

㈱フジコー　　　　　　　　アルプス事務機㈲　　　　　　㈱邦文堂

昭和建設工業㈱　　　　　　　㈲一之瀬工務店　　　　　　

㈱小澤工務店　　　　　　　　　㈲深沢建設

㈲石川工務店

㈱伸電工業　　　　　　　　㈱大成電気　　　　　　　　　　㈲三栄電設　　　　

峡南電機㈱　　　　　　　　㈲深沢電器商会

㈱伸電工業　　　　　　　　㈱大成電気　　　　　　　　　　㈲三栄電設　　　　

峡南電機㈱　　　　　　　　㈲深沢電器商会　　　　　　　五光電工㈱

㈱伸電工業　　　　　　　　㈱大成電気　　　　　　　　　　㈲三栄電設　　　　

峡南電機㈱　　　　　　　　㈲深沢電器商会　　　　　　　五光電工㈱

㈲梶本管工　　　　　　依田ポンプ㈲　　　　　　㈲入倉鉄工所

㈲長澤水道　　　　　　　㈲石井住宅設備　　　㈲井上設備工業

㈱大久保管工　　　　　高橋商事㈲

㈲梶本管工　　　　　　依田ポンプ㈲　　　　　　㈲入倉鉄工所

㈲長澤水道　　　　　　　㈲石井住宅設備　　　㈲井上設備工業

㈱大久保管工　　　　　高橋商事㈲

㈲梶本管工　　　　　　依田ポンプ㈲　　　　　　㈲入倉鉄工所

㈲長澤水道　　　　　　　㈲石井住宅設備　　　㈲井上設備工業

㈱大久保管工　　　　　高橋商事㈲

山梨ガーデン㈱　　　　　源工業㈱　　　　　　　　　　　　㈱三興建設

㈲川口工務所　　　　　　㈲ライズ　　　　　　　　　　　　　㈱加藤建設 教育委員会工事 3,000,000 山梨ガーデン㈱ 2,930,00011/28 利根川プールフェンス設置他工事 小林

2,134,000 上下水道課

上下水道課

11/28 町道舂米３号線配水管布設工事 舂米 工事 2,200,000 ㈲石井住宅設備

工事 3,450,000 高橋商亊㈲ 3,350,00011/28 町道長沢２５号線配水管布設工事 長沢

889,000 上下水道課

教育委員会

11/28 鳥屋柳川簡易水道配水管布設替工事 鳥屋 工事 910,000 高橋商亊㈲

工事 10,700,000 峡南電機㈱ 10,250,00011/28 増穂中学校電気設備改修工事 天神中条

21,100,000 財政課

教育委員会

11/28
富士川町役場本庁舎非常用発電機設備設
置工事

天神中条 工事 22,200,000 ㈱伸電工業

工事 1,140,000 ㈲深沢電器商会 1,100,00011/28 殿原公園ＰＡＳ取付・高圧ケーブル取替工事 最勝寺

826,000 町民生活課

教育委員会

11/28 町営バス箱原バス停待合所設置工事 箱原 工事 840,000 ㈲一之瀬工務店

物品 800,000 ㈱正直堂 800,00011/28 増穂中学校被服室生徒机購入 天神中条

3,950,000 町民生活課

商工観光課

11/28 可燃用指定ごみ袋購入 町内 物品 5,970,000 越健産業㈱

委託 4,350,000
㈲グローバルエンジ
ニア

4,300,00011/28 十谷観光駐車場調査・測量・設計業務委託 十谷

800,000 財政課

福祉保健課

11/28 公共施設清掃業務委託 町内 委託 1,980,000
㈱プレジァコーポレー
ション

委託 3,700,000 ㈱甲府情報システム 3,500,00011/28
要援護者台帳データベースシステム構築業
務委託

長沢

(金額はいずれも税抜きです）
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入札日 工事名・件名 場所 工種 予定価格（円） 落札者 落札金額（円） 指名業者 担当課

㈲井上興業　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　　　　　　　源工業㈱

㈱三興建設　　　　　　　　㈲川口工務所　　　　　　　　   ㈲ライズ

㈱加藤建設

㈱依田組　　　　　　　　　　㈱柳澤建設                     ㈱甲州土木  

栄建設工業㈱              鶴田組建設㈲                  ㈱フカサワ

㈲川口工務所

㈱依田組　　　　　　　　　　㈱柳澤建設                     ㈱甲州土木  

栄建設工業㈱              鶴田組建設㈲                  ㈲井上興業

㈱フカサワ　　　　　　　　　大森建設㈱

井上建設㈱                 ㈱天満組                         ㈱依田組　　　　　　　

山梨ガーデン㈱           ㈱柳澤建設                      神田建設㈱

㈱甲州土木                 ㈱巽建設

㈱日本水道設計社甲府営業所　　　　　㈱東日甲府営業所

オリジナル設計㈱山梨営業所　　　　　　㈱エイト日本技術開発山梨事務所

第一復建㈱山梨支店

㈱馬場設計　　　　　　　　　　㈱土谷設計事務所

㈲木村設計　　　　　　　　　　㈲アート建築工房

㈱進藤設計事務所　　　　　　㈱雨宮建築設計事務所

㈱川口測量設計　　　　㈱オーツヤ測量　　　　㈱ケイ・データエンジニア

㈲グローバルエンジニア　　　日新測量㈱　　　　　平成コンサルタンツ㈱

友研創育社　　　　　　　　　だいせい堂　　　　　　　　　㈱図書館流通センター

㈲朗月堂　　　　　　　　　　　㈱柳正堂書店

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　 高野工業㈱　　　　　　　　　新津建設㈱

㈱丸美建設工業　　　　 日東建設㈱

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　 高野工業㈱　　　　　　　　　新津建設㈱

㈱丸美建設工業　　　　 日東建設㈱

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　 高野工業㈱　　　　　　　　　新津建設㈱

㈱丸美建設工業　　　　 日東建設㈱

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　 高野工業㈱　　　　　　　　　新津建設㈱

㈱丸美建設工業　　　　 日東建設㈱

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱

㈱輪田道路　　　　　　　 高野工業㈱　　　　　　　　　新津建設㈱

㈱丸美建設工業　　　　 日東建設㈱

20,780,000 建設課

建設課

12/20 町道金手小林２号線舗装工事(2工区) 長沢 工事 21,700,000 ㈱早野組

工事 4,580,000 新津建設㈱ 4,350,00012/20 町道八丁山線舗装打換工事 大久保

5,350,000 建設課

建設課

12/20 町道大法師線舗装打換工事 鰍沢 工事 5,640,000 ㈱丸美建設工業

工事 7,750,000 高野工業㈱ 7,440,00012/20 東川管理道路舗装工事 青柳町

17,900,000 建設課

子育て支援課

12/20 東川付け替え工事に伴う道路舗装復旧工事 青柳町 工事 18,750,000 日東建設㈱

物品 1,570,000 入札中止12/20 富士川町立保育所絵本・紙芝居等購入 町内

3,430,000 建設課

財政課

12/20 町道平林随道線外測量設計業務委託 平林・高下 委託 3,430,000
㈱ケイ・データエンジ
ニア

委託 1,420,000
㈱雨宮建築設計事
務所

364,00012/20
ますほ南児童クラブ他２施設太陽光発電設
備設置調査業務委託

町内

1,850,000 上下水道課

建設課

12/20
富士川町下水道台帳現況平面図作成業務
委託

町内 委託 1,910,000
オリジナル設計㈱山
梨営業所

工事 33,650,000 ㈱巽建設 32,950,00011/28 東川拡幅工事(23-3) 大椚

10,800,000 建設課

建設課

11/28 町道鬼島２号線道路改良工事 鰍沢 工事 11,050,000 鶴田組建設㈲

工事 3,850,000 ㈱フカサワ 3,750,00011/28 町道梅久保線道路改良工事 鰍沢

2,230,000 建設課11/28 町道舂米６号線水路改修工事 舂米 工事 2,300,000 ㈱加藤建設

(金額はいずれも税抜きです）
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入札日 工事名・件名 場所 工種 予定価格（円） 落札者 落札金額（円） 指名業者 担当課

㈱伸電工業　　　　　　　　㈱大成電気　　　　　　　　　　㈲三栄電設　　　　

峡南電機㈱　　　　　　　　㈲深沢電器商会　　　　　　　五光電工㈱

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

㈲井上興業　　　　　　　　源工業㈱　　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　

㈲川口工務所　　　　　　　㈲ライズ　　　　　 　　　　　㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　　　　　源工業㈱

㈱三興建設　　　　　　　　㈲川口工務所　　　　　　　　㈲ライズ

㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　　　　　源工業㈱

㈱三興建設　　　　　　　　㈲川口工務所　　　　　　　　㈲ライズ

㈱加藤建設

山梨ガーデン㈱           ㈱柳澤建設　　　　　　　　　栄建設工業㈱

鶴田組建設㈲             ㈱フカサワ　　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈱柳澤建設　　　　　　　　栄建設工業㈱　　　　　　　　鶴田組建設㈲

㈲井上興業　　　　　　　　㈱フカサワ　　　　　　　　　　大森建設㈱　

㈱天満組　　　　　　　　　　㈱依田組　　　　　　　　　　㈱柳澤建設　　　　　　　　　

神田建設㈱　　　　　　　　 ㈱巽建設　　　　　　　　　　栄建設工業㈱

鶴田組建設㈲　　　　　　  ㈲井上興業　　　　　　　　 ㈱フカサワ

三和航測㈱甲信支社　　　　　　　㈱パスコ山梨支店

アジア航測㈱本社営業部　　　　㈱協和コンサルタンツ山梨事務所

国際航業㈱山梨営業所

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　 高野工業㈱　　　　　　　　　新津建設㈱

㈱丸美建設工業　　　　 日東建設㈱

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　 高野工業㈱　　　　　　　　　新津建設㈱

㈱丸美建設工業　　　　 日東建設㈱

㈲梶本管工　　　　　　依田ポンプ㈲　　　　　　㈲入倉鉄工所

㈲長澤水道　　　　　　　㈲石井住宅設備　　　㈲井上設備工業

㈱大久保管工　　　　　高橋商事㈲

上下水道課工事 5,260,000 ㈲井上設備工業 5,100,0001/12 町道金手小林線外配水管布設替工事 長沢

7,400,000 上下水道課

上下水道課

1/12 下水道工事に伴う舗装復旧工事(その2) 町内 工事 7,730,000 丸浜舗道㈱

工事 6,420,000 ㈱輪田道路 6,200,0001/12 下水道工事に伴う舗装復旧工事(その1) 町内

2,690,000 財政課

上下水道課

1/12
富士川町公有財産台帳(土地・建物)整備業
務委託

町内 委託 2,830,000
国際航業㈱山梨営
業所

工事 11,500,000 ㈱天満組 11,000,00012/20 長沢汚水枝線31-2-23-6号管布設工事 天神中条

7,830,000 子育て支援課

農林振興課

12/20 かじかざわ児童センター遊具設置工事 鰍沢 工事 8,000,000 ㈱フカサワ

工事 3,790,000 鶴田組建設㈲ 3,700,00012/20 畔沢水路改修工事 鰍沢

1,500,000 農林振興課

建設課

12/20 501/368農道南平線災害復旧工事 高下 工事 1,550,000 井上建設㈱

工事 4,030,000 井上建設㈱ 3,920,00012/20 町道下高下１号線災害復旧工事 高下

830,000 建設課

建設課

12/20 町道舂米川久保１号線災害復旧工事 舂米 工事 860,000 ㈲井上興業

工事 4,540,000 源工業㈱ 4,450,00012/20 東川排水区第４地区雨水管渠布設工事 青柳町

1,720,000 建設課

教育委員会

12/20 町道天神中条３号線路側改良工事 天神中条 工事 1,790,000 ㈲ライズ

工事 9,200,000 五光電工㈱ 8,850,00012/20 増穂南小学校電気設備改修工事 小室

(金額はいずれも税抜きです）
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入札日 工事名・件名 場所 工種 予定価格（円） 落札者 落札金額（円） 指名業者 担当課

㈲梶本管工　　　　　　依田ポンプ㈲　　　　　　㈲入倉鉄工所

㈲長澤水道　　　　　　　㈲石井住宅設備　　　㈲井上設備工業

㈱大久保管工　　　　　高橋商事㈲

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

神田建設㈱　　　　　　　　栄建設工業㈱　　　　　　　　鶴田組建設㈲

㈲井上興業　　　　　　　　㈱フカサワ　　　　　　　　　　大森建設㈱　

神田建設㈱　　　　　　　　栄建設工業㈱　　　　　　　　鶴田組建設㈲

㈲井上興業　　　　　　　　㈱フカサワ　　　　　　　　　　大森建設㈱　

オリジナル設計㈱山梨営業所　　　　　　　㈱サンポー　　　

新都市設計㈱　　　　　㈱富士エンジニアリング　　　　　㈱ブレーンズ

㈱ケイコンサルタント　　　　　平成コンサルタンツ㈱

㈱萩原ボーリング　　　　　　　㈱山梨ボーリング

岩間井戸工業㈱　　　　　　　　㈱山梨地質

㈱山梨技術研究所

友研創育社　　　　　　　　　だいせい堂　　　　　　　　　㈱図書館流通センター

㈲朗月堂　　　　　　　　　　　㈱柳正堂書店

三和防災㈱　　　　　　　　　　東八防災㈱　　　　　　　　　コウノスポーツ

㈱中通甲府営業所　　　　　　㈱三和リース

神山スポーツ

㈱甲陽　　　　　　　　　大面建設㈱　　　　　　　㈱道路企画

㈱ロード　　　　　　　　協和産業㈱

㈱サクセン山梨　　　　　　　㈱山梨地質　　　　　　　　㈱萩原ボーリング

岩間井戸工業㈱　　　　　　㈱山梨ボーリング

山本基礎工業㈱

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　 高野工業㈱　　　　　　　　　新津建設㈱

㈱丸美建設工業　　　　 日東建設㈱

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　 高野工業㈱　　　　　　　　　新津建設㈱

㈱丸美建設工業　　　　 日東建設㈱

㈲峡南環境サービス　　　　　エコワークス㈱

㈱ダスラップサービス　　　　　㈱富士川クリーン　　　　　㈱エコ・フカサワ

工事 570,000 ㈱大久保管工 558,0001/12 大久保603番地先地下式消火栓設置工事 大久保 上下水道課

1/12 東川排水区第１地区雨水管渠布設工事 青柳町 工事 3,090,000 源工業㈱ 3,030,000 建設課

1/12 東川付け替え工事に伴う付帯工事 青柳町 工事 11,750,000 神田建設㈱ 11,500,000 建設課

1/12 東川拡幅工事に伴う付帯工事 大椚 工事 6,650,000 ㈲井上興業 6,500,000 建設課

1/26
富士川町公共下水道事業都市計画決定及
び変更認可申請図書作成業務委託

駅前通り 委託 3,400,000
オリジナル設計㈱山
梨営業所

3,400,000 上下水道課

1/26
観光交流センター実施設計に伴う地質調査
業務委託

青柳町 委託 4,110,000 岩間井戸工業㈱ 4,000,000 建設課

1/26 富士川町立保育所絵本・紙芝居等購入 町内 物品 1,360,000 ㈱柳正堂書店 1,189,000 子育て支援課

1/26 簡易設置型(非常設型)テント購入 鰍沢 物品 1,230,000 神山スポーツ 1,145,000 建設課

1/26 町道区画線設置工事 町内 工事 990,000 大面建設㈱ 940,000 建設課

1/26 東川付け替えに伴う揚水施設補償工事 青柳町 工事 5,890,000 岩間井戸工業㈱ 5,500,000 建設課

1/26 下水道工事に伴う舗装復旧工事(その3) 小林 工事 2,890,000 ㈱中村建設 2,740,000 上下水道課

1/26 町内路線舗装工事 町内 工事 6,630,000 高野工業㈱ 6,350,000 建設課

1/26 町営大法師団地住宅解体工事 鰍沢 工事 970,000 ㈲峡南環境サービス 921,500 建設課

(金額はいずれも税抜きです）
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入札日 工事名・件名 場所 工種 予定価格（円） 落札者 落札金額（円） 指名業者 担当課

㈲梶本管工　　　　　　依田ポンプ㈲　　　　　　㈲入倉鉄工所

㈲長澤水道　　　　　　　㈲石井住宅設備　　　㈲井上設備工業

㈱大久保管工　　　　　高橋商事㈲

井上建設㈱               栄建設工業㈱               鶴田組建設㈲

㈲井上興業　　　　　 　　㈱フカサワ　   　　　　　　　大森建設㈱

山梨ガーデン㈱          ㈱依田組                     ㈱柳澤建設　　　　　　　　　

㈱甲州土木               栄建設工業㈱               鶴田組建設㈲

㈱フカサワ

山梨ガーデン㈱          ㈱依田組                     ㈱柳澤建設　　　　　　　　　

㈱甲州土木               栄建設工業㈱               鶴田組建設㈲

㈱フカサワ

㈱依田組                  ㈱柳澤建設      　　　　　　㈱甲州土木　　　

栄建設工業㈱            鶴田組建設㈲               ㈱フカサワ

㈲川口工務所

㈱依田組                  ㈱柳澤建設      　　　　　　㈱甲州土木　　　

栄建設工業㈱            鶴田組建設㈲               ㈱フカサワ

井上建設㈱　　　　　　　 山梨ガーデン㈱　　　　 　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　　 大森建設㈱　　　　　　　　　源工業㈱

㈱三興建設　　　　　 　　㈲川口工務所               ㈲ライズ

㈱加藤建設

㈱天満組　　　　　　　　　神田建設㈱　　　　　　　　　㈲井上興業

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

㈱天満組　　　　　　　　　神田建設㈱　　　　　　　　　㈲井上興業

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　　 山梨ガーデン㈱　　　　 　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　　 大森建設㈱　　　　　　　　　源工業㈱

㈱三興建設　　　　　 　　㈲川口工務所               ㈲ライズ

㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　　 山梨ガーデン㈱　　　　 　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

1/26 本町簡易水道白子地区配水管布設工事 鰍沢 工事 900,000 高橋商亊㈲ 869,000 上下水道課

1/26 町道小室山線災害復旧工事 小室 工事 2,520,000 大森建設㈱ 2,480,000 建設課

1/26
富士川ふれあいスポーツ公園災害復旧工事
(補助分)

鰍沢 工事 1,320,000 ㈱柳澤建設 1,260,000 教育委員会

1/26
富士川ふれあいスポーツ公園災害復旧工事
(単独分)

鰍沢 工事 4,770,000 ㈱柳澤建設 4,650,000 教育委員会

1/26 日向町防災無線中継局災害復旧工事 鰍沢 工事 1,500,000 栄建設工業㈱ 1,450,000 総務課

1/26 大法師公園災害復旧工事 鰍沢 工事 8,340,000 ㈱フカサワ 8,170,000 建設課

1/26
北川(畑・水路)1/368・502/368農地農業用施
設災害復旧工事

小室 工事 2,020,000 井上建設㈱ 1,980,000 農林振興課

1/26 仙洞田(田)2/368農地災害復旧工事 高下 工事 820,000 ㈲川口工務所 800,000 農林振興課

1/26 中尾田(田)3/368農地災害復旧工事 舂米 工事 480,000 ㈲井上興業 465,000 農林振興課

1/26 南平(畑)4/368農地災害復旧工事 平林 工事 610,000 ㈱三興建設 595,000 農林振興課

1/26 小田沢(田)5/368農地災害復旧工事 小室 工事 2,620,000 井上建設㈱ 2,570,000 農林振興課

1/26 中川原(田)6/368農地災害復旧工事 小室 工事 900,000 井上建設㈱ 880,000 農林振興課

1/26 上手(田)7/368農地災害復旧工事 小室 工事 1,920,000 井上建設㈱ 1,880,000 農林振興課

(金額はいずれも税抜きです）
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入札日 工事名・件名 場所 工種 予定価格（円） 落札者 落札金額（円） 指名業者 担当課

井上建設㈱　　　　　　　 山梨ガーデン㈱　　　　 　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　　 大森建設㈱　　　　　　　　　源工業㈱

㈱三興建設　　　　　 　　㈲川口工務所               ㈲ライズ

㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　　 山梨ガーデン㈱　　　　 　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　　 大森建設㈱　　　　　　　　　源工業㈱

㈱三興建設　　　　　 　　㈲川口工務所               ㈲ライズ

㈱加藤建設

㈱天満組　　　　　　　　　神田建設㈱　　　　　　　　　㈲井上興業

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

㈱天満組　　　　　　　　　神田建設㈱　　　　　　　　　㈲井上興業

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

㈱天満組　　　　　　　　　神田建設㈱　　　　　　　　　㈲井上興業

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

㈱天満組　　　　　　　　　神田建設㈱　　　　　　　　　㈲井上興業

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

㈱天満組　　　　　　　　　神田建設㈱　　　　　　　　　㈲井上興業

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

㈱天満組　　　　　　　　　神田建設㈱　　　　　　　　　㈲井上興業

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　　 大森建設㈱　　　　　　　　　源工業㈱

㈱三興建設　　　　　 　　㈲川口工務所               ㈲ライズ

㈱加藤建設

㈱天満組　　　　　　　　　神田建設㈱　　　　　　　　　㈲井上興業

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　　 山梨ガーデン㈱　　　　 　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

農林振興課工事 1,540,000 井上建設㈱ 1,500,0001/26
上手(水路)503/368農業用施設災害復旧工
事

小室

1,000,000 農林振興課

農林振興課

1/26 遠田(畑)農地災害復旧工事(町単独) 舂米 工事 1,040,000 ㈱加藤建設

工事 381,000 大森建設㈱ 365,0001/26 桧平(田)18/368農地災害復旧工事 小室

725,000 農林振興課

農林振興課

1/26 南平(畑)17/368農地災害復旧工事 平林 工事 750,000 ㈱三興建設

工事 990,000 ㈱三興建設 960,0001/26 新梨(田)16/368農地災害復旧工事 平林

1/26 砂垈(田)8/368農地災害復旧工事 小室 工事 1,170,000 大森建設㈱ 1,140,000 農林振興課

1/26 桧平(畑)9/368農地災害復旧工事 小室 工事 418,000 大森建設㈱ 400,000 農林振興課

1/26 矢川(田)10/368農地災害復旧工事 小室 工事 1,130,000 ㈲川口工務所 1,100,000 農林振興課

1/26 仙洞田(田)11/368農地災害復旧工事 高下 工事 400,000 ㈲ライズ 390,000 農林振興課

1/26 川久保(田)12/368農地災害復旧工事 舂米 工事 510,000 ㈲井上興業 495,000 農林振興課

1/26 北山(畑)13/368農地災害復旧工事 舂米 工事 950,000 ㈲井上興業 930,000 農林振興課

1/26 遠田(畑)14/368農地災害復旧工事 舂米 工事 410,000 ㈱加藤建設 400,000 農林振興課

1/26 宮西(田)15/368農地災害復旧工事 舂米 農林振興課工事 490,000 ㈱加藤建設 470,000

(金額はいずれも税抜きです）
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入札日 工事名・件名 場所 工種 予定価格（円） 落札者 落札金額（円） 指名業者 担当課

㈱天満組　　　　　　　　　神田建設㈱　　　　　　　　　㈲井上興業

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　　 大森建設㈱　　　　　　　　　源工業㈱

㈱三興建設　　　　　 　　㈲川口工務所               ㈲ライズ

㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　　 山梨ガーデン㈱　　　　 　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈲川口工務所

㈲ライズ　　　　 　　　　　㈱加藤建設

㈱依田組                  ㈱柳澤建設      　　　　　　㈱甲州土木　　　

栄建設工業㈱            鶴田組建設㈲           　  ㈱フカサワ

㈱メイキョー　　　　　　　(社)山梨県食品衛生協会

㈱山梨県環境科学検査センター　　　　㈱環境計量センター山梨検査所

甲府タカヤマ環境計量㈱

㈱川口測量設計　　　 　㈱ケイコンサルタント　　　㈲グローバルエンジニア

㈱オーツヤ測量　　　　　日新測量㈱

㈱川口測量設計　　　 　㈱ケイコンサルタント　　　㈲グローバルエンジニア

㈱オーツヤ測量　　　　　日新測量㈱

㈱三和リース　　　　　　　㈱ナガワ甲府営業所　　　　　㈱三和商会

㈱正直堂                   ㈱マルアイ産機

㈲梶本管工　　　　　　依田ポンプ㈲　　　　　　㈲入倉鉄工所

㈲長澤水道　　　　　　　㈲石井住宅設備　　　㈲井上設備工業

㈱大久保管工　　　　　高橋商事㈲

昭和建設工業㈱　　　　　　㈲一之瀬工務店　　　　　　大森建設㈱

㈱小澤工務店　　　　　　   神田建設㈱　　　　　　　　　㈲深沢建設　　　　　　　

源工業㈱　　　　　　　　　 　㈲石川工務店

㈱柳澤建設　　　　　　　　栄建設工業㈱               鶴田組建設㈲　

㈱フカサワ　　　　　　　　　㈲川口工務所

栄建設工業㈱             鶴田組建設㈲　　　　　　　源工業㈱　　　　　　　　　

㈱三興建設                ㈲川口工務所　　　　　 　 ㈲ライズ 建設課工事 1,400,000 源工業㈱ 1,370,0002/16 道の駅用地盛土用進入路舗装撤去工事 青柳町

2,550,000 建設課

建設課

2/16 町有住宅鰍沢団地外構改修工事 鰍沢 工事 2,630,000 ㈱柳澤建設

工事 2,270,000 昭和建設工業㈱ 2,180,0002/16 町有住宅鰍沢団地外壁改修工事 鰍沢

925,000 福祉保健課

町民生活課

2/16
保健福祉支援センターオストメイト対応トイレ
改修工事

長沢 工事 940,000 ㈱大久保管工

工事 3,080,000 ㈱三和リース 2,167,0002/16 リサイクルステーション設置工事 町内

4,600,000 建設課

建設課

2/16 町道入町土録線外測量設計業務委託 鰍沢 委託 4,660,000
㈲グローバルエンジ
ニア

委託 2,130,000 ㈱川口測量設計 1,080,0002/16 観光交流センター造成に伴う測量業務委託 青柳町

850,000 町民生活課

農林振興課

2/16 町内河川・井戸水質調査業務委託 町内 委託 980,000 ㈱メイキョー

工事 13,800,000 ㈱依田組 13,600,0001/26 林道富士見山線災害復旧工事 柳川

2,870,000 農林振興課

農林振興課

1/26
土録(農道畔沢東洞線)506/368農業用施設
災害復旧工事

小室 工事 2,930,000 大森建設㈱

工事 720,000 井上建設㈱ 700,0001/26
日向山(農道向川日向山線)505/368農業用
施設災害復旧工事

高下

1,750,000 農林振興課1/26
塩沢(農道北山1号線)504/368農業用施設災
害復旧工事

舂米 工事 1,790,000 ㈱加藤建設

(金額はいずれも税抜きです）


