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担当課 備　　考

4/17
富士川ふれあいスポーツ公園
維持管理業務委託

鰍沢 工事 3,010,000 山梨ガーデン㈱ 2,950,000 98.01 山梨ガーデン（株） （株）帯金造園 （有）荻野造園　入札辞退 河野造園土木（株） （株）石原グリーン建設 （株）富士グリーンテック 生涯学習課

4/17
営農飲雑用水水質検査業務委
託

― 物品 950,000
環境未来（株）山梨検査セ
ンター

930,000 97.89 （株）メイキョー （一社）山梨県食品衛生協会 （株）山梨県環境科学検査センター（株)環境計量センター 山梨検査所（株)静環検査センター 甲府支店 環境未来（株） 山梨検査センター 上下水道課

4/17 簡易水道水質検査業務委託 ― 物品 6,760,000
（一社）山梨県食品衛生協
会

6,606,000 97.72 （株）メイキョー （一社）山梨県食品衛生協会 （株）山梨県環境科学検査センター（株)環境計量センター 山梨検査所（株)静環検査センター 甲府支店 環境未来（株） 山梨検査センター 上下水道課

4/17
富士川町学校給食センター調
理器具等購入

小林 物品 29,150,000 ㈱日新厨房企画 26,000,000 89.19 石川調理機（株）　入札辞退 （株）日新厨房企画 （株）トーレイ （株)マルゼン 山梨営業所 ホシザキ東京（株） 山梨支店 タニコー（株） 甲府営業所 教育委員会

4/17
富士川町学校給食センター光
ケーブル敷設工事

― 工事 1,960,000 ㈱関電工　山梨支店 1,800,000 91.84 （株）関電工 山梨支店 日本電気（株） 甲府支店　入札辞退東日本電信電話（株） 山梨支店　入札辞退富士古河E&C（株）　入札辞退 （株）協和エクシオ 甲信支店 （株）サンテレコム 教育委員会

4/17
富士川町学校給食センター受
配校改修工事（増穂地区）

― 工事 15,410,000 ㈲深沢建設 15,000,000 97.34 （有）一之瀬工務店 （株）小澤工務店 （有）深沢建設 （有）文殊堂 昭和建設工業（株） 神田建設（株）　入札辞退 源工業（株） 教育委員会

4/17
富士川町学校給食センター受
配校改修工事（鰍沢地区）

鰍沢 工事 12,120,000 ㈲一之瀬工務店 11,850,000 97.77 （有）一之瀬工務店 （株）小澤工務店 （有）深沢建設 （有）文殊堂 昭和建設工業（株） 神田建設（株）　入札辞退 源工業（株） 教育委員会

4/17
増穂小学校校舎外壁塗装改修
工事

最勝寺 工事 54,260,000 ㈱スギタ建工 53,100,000 97.86 太田工業（株） （有）加賀美塗装店 （有）三愛コーポレーション （株）スギタ建工 （株）太陽社 西山塗装（株） 小田切塗装（株） （株）高野塗装店 教育総務課

5/20 可燃用指定ごみ袋購入 青柳町 物品 5,600,000 ㈱サトー交易 3,480,000 62.14 越健産業（株） （株）サトー交易 （株）しのはらポリエチレン （株）マルト オザックス（株） 山梨営業所 （有）いすずパッケージ （株）三和商会 町民生活課

5/20 第５保育所公用車購入 鰍沢 物品 （総額）1187800 日産プリンス山梨販売㈱ （総額）975214 82.10 （有）井上油店 山梨トヨタ自動車（株） 増穂店　入札辞退山梨ダイハツ販売（株） 　入札辞退甲斐日産自動車（株） 　入札辞退 日産プリンス山梨販売（株） 子育て支援課

5/20 子育て支援課公用車購入 天神中條 物品 （総額）1242000 ㈲井上油店 （総額）1131759 91.12 （有）井上油店 山梨トヨタ自動車（株） 増穂店　入札辞退山梨ダイハツ販売（株） 　入札辞退甲斐日産自動車（株） 　入札辞退 日産プリンス山梨販売（株） 子育て支援課

5/20 道路維持管理用軽トラック購入 青柳町 物品 （総額）1671742 ㈲井上油店 （総額）1305936 78.12 （有）井上油店 山梨トヨタ自動車（株） 増穂店　入札辞退山梨ダイハツ販売（株） 　入札辞退 山梨トヨペット（株）　入札辞退 （株）水上 土木整備課

5/20
利根川河川公園芝生他管理業
務委託

大久保・ 米 工事 1,180,000 山梨ガーデン㈱ 1,150,000 97.46 山梨ガーデン（株） （株）帯金造園 （有）荻野造園 河野造園土木（株） （株）石原グリーン建設 （株）富士グリーンテック 土木整備課

5/20
富士川親水公園芝生管理業務
委託

青柳町 工事 1,540,000 山梨ガーデン㈱ 1,500,000 97.40 山梨ガーデン（株） （株）帯金造園 （有）荻野造園 河野造園土木（株） （株）石原グリーン建設 （株）富士グリーンテック 都市整備課

5/20 道路植樹帯保守管理業務委託 ― 工事 2,270,000 ㈱石原グリーン建設 2,230,000 98.24 山梨ガーデン（株） （株）帯金造園 （有）荻野造園 河野造園土木（株） （株）石原グリーン建設 （株）富士グリーンテック 土木整備課

5/20
利根川公園外緑地維持管理業
務委託

― 工事 5,630,000 山梨ガーデン㈱ 5,600,000 99.47 山梨ガーデン（株） （株）帯金造園 （有）荻野造園 河野造園土木（株） （株）石原グリーン建設 （株）富士グリーンテック 都市整備課

5/20
令和3年度固定資産税評価替
えに伴う新設路線価画地計算
業務委託

― 委託 2,760,000 三和航測㈱甲信支社 2,600,000 94.20 三和航測（株）甲信支社 （株）パスコ山梨支店 朝日航洋㈱山梨支店 （株）東日甲府営業所 国際航業（株）山梨営業所 税務課

5/20 給水栓等水質検査業務委託 ― 物品 3,625,050
（一社）山梨県食品衛生協
会

3,595,000 99.17 （株）メイキョー （一社）山梨県食品衛生協会 （株）山梨県環境科学検査センター （株）環境計量センター 山梨検査所（株）静環検査センター 甲府支店 環境未来（株） 山梨検査センター 上下水道課

5/20
町道最勝寺1号線外1路線測量
設計業務委託

天神中條 委託 9,140,000 ㈱ケイコンサルタント 8,900,000 97.37 （株）ケイコンサルタント （株）川口測量設計 （有）グローバルエンジニア （株）エスティ設計 （株）富士エンジニアリング （株)ブレーンズ 土木整備課

5/20 分庁舎跡地舗装工事 鰍沢 工事 7,050,000 日東建設㈱ 6,750,000 95.74 （株）早野組 丸浜舗道（株） （株）中村建設 （株）輪田道路 高野工業（株） 新津建設（株） （株）丸美建設工業 日東建設（株） 管財課

5/20
まほらの湯空調設備更新工事
（脱衣室・廊下）

長澤 工事 7,500,000 五光電工㈱ 7,200,000 96.00 （有）深沢電器商会 （有）三栄電設 （株）伸電工業 （株）大成電気 五光電工（株） （株）名光電気 産業振興課

5/20 林道富士見山線災害復旧工事 柳川 工事 5,880,000 ㈱依田組 5,800,000 98.64 （株）甲州土木　入札辞退 （株）依田組 栄建設工業（株） 　入札辞退 神田建設（株） （株）柳澤建設 （株）フカサワ 土木整備課

5/20
小林汚水枝線30-2-1号管布
設工事

小林 工事 6,450,000 神田建設㈱ 6,320,000 97.98 山梨ガーデン（株） （株）天満組 栄建設工業（株） 　入札辞退 神田建設（株） （株）柳澤建設 （有）井上興業 （株）フカサワ 上下水道課

5/1 まほらの湯サウナ室改修工事 長澤 工事 2,717,000 源工業㈱ 2,650,000 97.53 （有）一之瀬工務店 （株）小澤工務店　入札辞退 （有）深沢建設 （有）文殊堂 昭和建設工業（株） 神田建設（株）　入札辞退 源工業（株） 産業振興課

6/24
富士川町学校給食センター事
務・管理用備品購入

小林 物品 2,730,000 ㈱三和商会 1,486,000 54.43 （株）三和商会 （株）正直堂 本部・中央支店 （株）邦文堂 （株）マルアイ産機 アルプス事務機（有） （株）文祥堂オフィスファシリティーズ　入札辞退 教育総務課

6/24
特殊建築物定期調査等報告業
務委託

― 委託 2,220,000 ㈲アート建築工房 1,600,000 72.07 （有）アート建築工房 （有）木村設計 ＮＳ建築設計事務所 （株）雨宮建築設計事務所 綜合建築設計事務所 （株）土谷設計事務所 管財課

6/24
大法師団地跡地筆界未定地解
消業務委託

鰍沢 委託 2,640,000 ㈱甲斐コンサルタント 2,600,000 98.48 （株）ケイ・データエンジニア （有）グローバルエンジニア （株）川口測量設計 望月測量設計（株） （株）甲斐コンサルタント （株）リナン 都市整備課

6/24
富士川町公共下水道事業ス
トックマネージメント実施方針
作成業務委託

― 委託 8,760,000
オリジナル設計㈱山梨事務
所

8,500,000 97.03 オリジナル設計（株）山梨事務所 （株）白岩設計山梨事務所 （株)三水コンサルタント山梨事務所 日本水工設計（株）山梨事務所冨洋設計（株）山梨営業所　入札辞退 （株）日水コン山梨事務所 上下水道課

6/24
殿原スポーツ公園野球場擁壁
改修工事

最勝寺 工事 1,441,000 山梨ガーデン㈱ 1,400,000 97.15 山梨ガーデン（株） （有）川口工務所　入札辞退 鶴田組建設（有） 源工業（株） （株）三興建設　入札辞退 （株）望 生涯学習課

6/24
町道最勝寺小林2号線転落防
止柵設置工事

天神中條 工事 2,830,000 源工業㈱ 2,760,000 97.53 神田建設（株） （有）井上興業 鶴田組建設（有） 源工業（株） （株）三興建設　入札辞退 （株）望 土木整備課

6/24
ますほ文化ホールマルチエア
コン更新工事

天神中條 工事 4,400,000 高橋商事㈲ 4,290,000 97.50 （有）梶本管工 （有）入倉鉄工所 （有）長澤水道 （有）石井住宅設備 （有）井上設備工業 （株）大久保管工 高橋商事（有） 生涯学習課

6/24
長沢汚水枝線31-2-2-2号管
布設工事

大久保 工事 14,170,000 ㈱天満組 13,900,000 98.09 井上建設（株） （株）甲州土木　入札辞退 （株）依田組　入札辞退 山梨ガーデン（株） （株）天満組 神田建設（株） （有）井上興業 上下水道課

7/20 福祉保健課公用車購入 長澤 物品 （総額）1462000 ㈲井上油店 （総額）1161841 79.47 （有）井上油店 山梨トヨタ自動車（株） 増穂店 日産プリンス山梨販売（株） 山梨ダイハツ販売（株） 　入札辞退 （株）水上 福祉保健課

7/20
情報通信システムサーバリー
ス

天神中條 物品 （月額/税込）1224850 ㈱YSK　e-com （月額/税込）1070190 87.37 （株）ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍ （株）システムインナカゴミ リコージャパン（株） 販売事業本部山梨支社BP公共営業部（株）カルク 東京コンピュータサービス（株） 甲府支店（株）ＮＴＴ東日本－南関東 山梨支店　入札辞退 政策秘書課

7/20
旧増穂西小学校解体工事設計
業務委託

平林 委託 1,500,000 ㈱山形一級建築士事務所 1,122,000 74.80 （有）木村設計 （株）馬場設計 （株）土谷設計事務所 （株）山形一級建築士事務所 一級建築士事務所創設計　入札辞退 管財課

7/20
町道青柳32号線交差点設計業
務委託

青柳町 委託 4,070,000 ㈱ケイコンサルタント 3,900,000 95.82 （株）ケイコンサルタント （株）川口測量設計 （有）グローバルエンジニア （株）エスティ設計 （株）サンポー （株)ブレーンズ 土木整備課

7/20
町道泊平矢川1号線舗装打換
工事

小室 工事 3,180,000 ㈱丸美建設工業 3,030,000 95.28 （株）早野組 丸浜舗道（株） （株）中村建設 （株）輪田道路 高野工業（株） 新津建設（株） （株）丸美建設工業 日東建設（株） 土木整備課

7/20
町道戸川添1号線舗装打換工
事

最勝寺 工事 3,960,000 新津建設㈱ 3,800,000 95.96 （株）早野組 丸浜舗道（株） （株）中村建設 （株）輪田道路 高野工業（株） 新津建設（株） （株）丸美建設工業 日東建設（株） 土木整備課

R2年度　上半期入札結果



7/20
中部区鹿島地内配水管布設替
工事（6工区）

鹿島 工事 3,680,000 ㈲石井住宅設備 3,570,000 97.01 （有）梶本管工 （有）入倉鉄工所 （有）長澤水道 （有）石井住宅設備 （有）井上設備工業 （株）大久保管工 高橋商事（有） 上下水道課

7/20
穂積簡水上手地区送・配水管
布設替工事（1工区）

小室 工事 5,330,000 ㈲井上設備工業 5,170,000 97.00 （有）梶本管工 （有）入倉鉄工所 （有）長澤水道 （有）石井住宅設備 （有）井上設備工業 （株）大久保管工 高橋商事（有） 上下水道課

7/20
富士橋架け替えに伴う駅前通
地区配水管仮設工事

駅前通 工事 8,190,000 ㈱大久保管工 7,950,000 97.07 （有）梶本管工 （有）入倉鉄工所 （有）長澤水道 （有）石井住宅設備 （有）井上設備工業 （株）大久保管工 高橋商事（有） 上下水道課

7/20
富士橋架け替えに伴う駅前通
地区配水管布設替工事（本設
分）

駅前通 工事 14,130,000 ㈲梶本管工 13,700,000 96.96 （有）梶本管工 （有）入倉鉄工所 （有）長澤水道 （有）石井住宅設備 （有）井上設備工業 （株）大久保管工 高橋商事（有） 上下水道課

7/20
鰍沢汚水枝線33-2-3号管布
設工事

最勝寺 工事 9,520,000 山梨ガーデン㈱ 9,300,000 97.69 山梨ガーデン（株） （株）天満組 栄建設工業（株） 神田建設（株） （株）柳澤建設 （有）井上興業 （株）フカサワ 上下水道課

7/20 開柳橋橋梁補修工事 鳥屋・柳川 工事 19,120,000 ㈱依田組 19,000,000 99.37 井上建設（株） （株）甲州土木 （株）依田組 山梨ガーデン（株）　入札辞退 （株）天満組 栄建設工業（株） 土木整備課

7/20
県道市川三郷富士川線下水道
管渠移設工事（富士橋架け替
え）

駅前通2丁目 工事 28,500,000 栄建設工業㈱ 28,000,000 98.25 井上建設（株） （株）甲州土木 （株）依田組　入札辞退 山梨ガーデン（株） （株）天満組 栄建設工業（株） （株）柳澤建設 （株）フカサワ 上下水道課

7/20
町内小学校校内通信システム
整備工事

最勝寺、小室 工事 32,000,000 ㈱伸電工業 31,600,000 98.75 （株）伸電工業 （株）大成電気 五光電工（株） （株）甲斐電気 山梨パナソニックシステム（株） （株）エヌディエス 教育総務課

7/20
町内中学校校内通信システム
整備工事

天神中條、鰍沢 工事 25,000,000 ㈱大成電気 24,750,000 99.00 （株）伸電工業 （株）大成電気 五光電工（株） （株）甲斐電気 山梨パナソニックシステム（株） （株）エヌディエス 教育総務課

8/20
穂積簡水唐沢水源水量調査業
務委託

小室 委託 1,790,000
オリジナル設計㈱山梨事務
所

1,700,000 94.97 オリジナル設計（株）山梨事務所 （株）白岩設計山梨事務所 （株)三水コンサルタント山梨事務所 日本水工設計（株）山梨事務所 （株)日本水道設計社甲府営業所 上下水道課

8/20
富士川町下水道総合地震対策
計画修正業務委託

― 委託 4,030,000
オリジナル設計㈱山梨事務
所

3,900,000 96.77 オリジナル設計（株）山梨事務所 （株）白岩設計山梨事務所 （株)三水コンサルタント山梨事務所 日本水工設計（株）山梨事務所 （株）日水コン山梨事務所 （株）富士エンジニアリング 上下水道課

8/20
富士川町水道ビジョン策定業
務委託

― 委託 5,480,000
オリジナル設計㈱山梨事務
所

5,000,000 91.24 オリジナル設計（株）山梨事務所 （株）白岩設計山梨事務所 （株)三水コンサルタント山梨事務所 日本水工設計（株）山梨事務所 （株)日本水道設計社甲府営業所 （株）東洋設計事務所山梨出張所 上下水道課

8/20
富士川町橋梁定期点検業務委
託

― 委託 6,660,000 ㈱サンポー 6,000,000 90.09 （株）ケイコンサルタント （株）サンポー （株）富士エンジニアリング （株)ブレーンズ 東洋コンサルタント（株） 雄測量設計（株） 土木整備課

8/20 町道天戸線道路改良工事 鰍沢 工事 4,720,000 ㈱フカサワ 4,620,000 97.88 栄建設工業（株） 神田建設（株） （株）柳澤建設 （有）井上興業 （株）フカサワ 鶴田組建設（有）　入札辞退 土木整備課

8/20
穂積簡水上手地区仮設管布設
工事（2工区）

小室 工事 7,290,000 ㈲入倉鉄工所 7,050,000 96.71 （有）梶本管工 （有）入倉鉄工所 （有）長澤水道 （有）石井住宅設備 （有）井上設備工業 （株）大久保管工 高橋商事（有） 上下水道課

8/20 町道大法師線道路改良工事 鰍沢 工事 14,200,000 ㈱フカサワ 14,000,000 98.59 井上建設（株） （株）甲州土木　入札辞退 （株）依田組 山梨ガーデン（株） 栄建設工業（株） （株）柳澤建設 （株）フカサワ 土木整備課

8/20
利根川公園テニスコート場夜
間照明設備LED化工事

小林 工事 10,268,000 ㈱大成電気 9,940,000 96.81 （有）深沢電器商会 （有）三栄電設 （株）伸電工業 （株）大成電気 五光電工（株） （株）名光電気 生涯学習課

8/20
小林汚水枝線30-2-4号管布
設工事

米 工事 14,160,000 ㈲井上興業 13,850,000 97.81 井上建設（株） （株）甲州土木　入札辞退 （株）依田組 山梨ガーデン（株） （株）天満組 神田建設（株） （有）井上興業 上下水道課

8/20 電解水生成装置 ― 物品 1,651,000 ホシザキ東京㈱山梨支店 1,640,000 99.33 タニコー（株） 甲府営業所 （有）深沢電器商会 ホシザキ東京（株） 山梨支店 子育て支援課

8/20 電解水生成装置 ― 物品 1,238,000 ホシザキ東京㈱山梨支店 1,230,000 99.35 タニコー（株） 甲府営業所 （有）深沢電器商会 ホシザキ東京（株） 山梨支店 子育て支援課

9/24 避難所用非接触型体温計 天神中條 物品 840,000 ジット㈱ 288,000 34.29 三和防災（株） （有）中村ポンプ工作所 東八防災（株） （株）東ポン商会 （株）三和商会 ジット（株） 防災交通課

9/24 災害用テント 鰍沢 物品 1,194,000 ― ― ― 三和防災（株） （有）中村ポンプ工作所 東八防災（株） （株）東ポン商会 （株）三和商会 神山スポーツ 防災交通課 不調

9/24 避難所用段ボールベッド 鰍沢 物品 5,000,000 東八防災㈱ 2,900,000 58.00 三和防災（株） （有）中村ポンプ工作所 東八防災（株） （株）東ポン商会 （株）三和商会 （株）センティス廿一 防災交通課

9/24 避難所用マット 鰍沢 物品 6,300,000 ㈱センティス廿一 2,800,000 44.44 三和防災（株） （有）中村ポンプ工作所 東八防災（株） （株）東ポン商会 （株）三和商会 （株）センティス廿一 防災交通課

9/24 避難所用パーテーション 鰍沢 物品 7,600,000 ㈱三和商会 6,750,000 88.82 三和防災（株） （有）中村ポンプ工作所 東八防災（株） （株）東ポン商会 （株）三和商会 （株）マルアイ産機 （株）邦文堂 防災交通課

9/24
町道鹿島法師倉線測量設計業
務委託

鹿島 委託 2,100,000 ㈲グローバルエンジニア 1,900,000 90.48 （株）ケイコンサルタント （株）川口測量設計 （有）グローバルエンジニア （株）サンポー （株)ブレーンズ 土木整備課

9/24
富士川町下水道台帳作成業務
委託

― 委託 3,650,000
オリジナル設計㈱山梨事務
所

3,500,000 95.89 オリジナル設計（株）山梨事務所（株)三水コンサルタント山梨事務所 日本水工設計（株）山梨事務所 第一復建（株）山梨支店 （株)日本水道設計社甲府営業所 （株）東日甲府営業所 上下水道課

9/24 林道北山線舗装工事 米 工事 890,000 ㈲井上興業 870,000 97.75 （有）井上興業 （有）川口工務所 鶴田組建設（有） （株）三興建設 （株）望 土木整備課

9/24 町営西之入団地解体工事 最勝寺 工事 3,450,000 エコワークス㈱ 3,300,000 95.65 （株）ダスラップサービス （有）峡南環境サービス （有）リサイクル　入札辞退 （有）信栄 エコワークス（株） （株）Ｓａｋａｔｅｃ 都市整備課

9/24 小室入沢山腹工事 小室 工事 5,441,000 ㈱天満組 5,300,000 97.41 （株）天満組 栄建設工業（株）　入札辞退 神田建設（株） （株）柳澤建設 （有）井上興業 （株）フカサワ 土木整備課

9/24
富士川いきいきスポーツ公園
芝生植栽工事

鰍沢 工事 26,840,000 山梨ガーデン㈱ 26,200,000 97.62 山梨ガーデン（株） （株）帯金造園 （有）荻野造園 河野造園土木（株） （株）石原グリーン建設 （株）富士グリーンテック 都市整備課

9/24
富士川いきいきスポーツ公園
駐車場整備工事

鰍沢 工事 56,890,000 高野工業㈱ 55,000,000 96.68 （株）早野組 丸浜舗道（株） （株）中村建設 （株）輪田道路 高野工業（株） 新津建設（株） （株）丸美建設工業 日東建設（株） 都市整備課


