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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）
落札率（%）

　　B/A
指名業者 担当課

㈱関東日立　　入札辞退　　　　　荏原実業㈱

甲信商事㈱　　　　㈱メエップ

㈱第一テクノ　　　新明和工業㈱

㈱関東日立　　　荏原実業㈱　　　㈱伸電工業

㈱渡辺工業所　　　甲信商事㈱

㈱関東日立　　　荏原実業㈱　　　㈱伸電工業

㈱渡辺工業所　　　甲信商事㈱

㈲深沢電器商会　　　㈲三栄電設　　　㈱伸電工業

㈱大成電気　　　　　　名大電気工事㈲

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㈲

栄建設工業㈱　　　　㈲井上興業　　　㈱柳澤建設

㈱フカサワ　　　鶴田組建設㈲

㈲川口工務所

㈱天満組　　　　栄建設工業㈱　　　㈱三興建設　入札辞退

㈲井上興業　　　㈱柳澤建設　　　　㈱フカサワ

源工業㈱

鶴田組建設㈲　　　　㈲川口工務所

源工業㈱　　　　㈱望　　　　㈲ライズ　　入札辞退

㈱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㈱

山梨ガーデン㈱　　　　　㈱帯金造園

㈱石原グリーン建設　　　㈱富士グリーンテック

峡南森林組合

㈲井上興業　　　　鶴田組建設㈲

㈲川口工務所　　　　　　　源工業㈱

㈱望　　　　　　㈲ライズ　入札辞退

1,530,000 ㈲井上興業 1,490,000 97.4 土木整備課11/7 町道舂米長沢線水路改修工事 米 工事

644,000 峡南森林組合 632,000 98.1 都市整備課11/7 大法師公園桜枯木伐採業務委託 鰍沢 委託

4,650,000 新津建設㈱ 4,430,000 95.3 土木整備課10/24 農道下殿原4号線外舗装打換工事 最勝寺 工事

8,130,000 ㈱丸美建設工業 7,800,000 95.9 土木整備課10/24 町道舂米小林５号線舗装打換工事 小林 工事

10,550,000 日東建設㈱ 10,200,000 96.7 土木整備課10/24 町道泊平矢川１号線舗装打換工事 小室 工事

1,570,000 源工業㈱ 1,540,000 98.1 土木整備課10/24 町道青柳１０号線附帯工事 青柳町 工事

7,960,000 ㈱天満組 7,800,000 98.0 上下水道課10/24 小林汚水枝線30-29-10号管布設工事 米 工事

7,880,000 ㈱フカサワ 7,760,000 98.5 土木整備課10/24 町道天戸線道路改良工事 鰍沢 工事

6,520,000 高橋商事㈲ 6,340,000 97.2 上下水道課10/24
中部区鹿島地内配水管布設替工事（2
工区)

鹿島 工事

17,500,000 ㈲長澤水道 17,000,000 97.1 上下水道課10/24
中部区鹿島地内配水管布設替工事(1
工区)

鹿島 工事

6,928,704 ㈱大久保管工 6,800,000 98.1 生涯学習課10/24
殿原スポーツ公園施設トイレ増改修工
事

最勝寺 工事

18,300,000 ㈱伸電工業 18,000,000 98.4 生涯学習課10/24
殿原スポーツ公園ソフトボール場夜間
照明設備LED化工事

最勝寺 工事

2,950,000 ㈱関東日立　山梨支社 2,630,000 89.2 土木整備課10/24 第２揚水機場ポンプ更新工事 青柳町 工事

2,020,000 ㈱関東日立　山梨支社 1,800,000 89.1 上下水道課10/24
仙洞田配水池No.1送水ポンプ更新工
事

髙下 工事

21,260,000 荏原実業㈱　山梨営業所 19,700,000 92.7 上下水道課10/24
公共下水道マンホールポンプ設置工
事

最勝寺・小林 工事

(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）
落札率（%）

　　B/A
指名業者 担当課

神田建設㈱　　　　　鶴田組建設㈲

㈲川口工務所　　　　　　　源工業㈱

㈱望　　　　　　㈲ライズ　入札辞退

㈲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㈲

㈱三友

㈱アサヒ総合サービス　　　　㈱信栄

太平ビルサービス㈱　　　　　㈱日本リフレッシュ

国土情報開発㈱　　　㈱パスコ

アジア航測㈱　　　㈱フジヤマ

㈱MARS

㈱スギタ建工　　　　　　㈲加賀美塗装店

太田工業㈱　　　　　㈱太陽社

㈲三愛コーポレーション

㈲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㈲

㈱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㈱

鶴田組建設㈲　　　　㈲川口工務所

源工業㈱　入札辞退　　　　㈲ライズ　入札辞退

㈱望

㈱天満組　　　栄建設工業㈱

㈱三興建設　入札辞退　　　　㈲井上興業

㈱柳澤建設　　　　　㈱フカサワ

井上建設㈱　　　　　㈱甲州土木　　　

㈱天満組　　　　　㈱依田組 

山梨ガーデン㈱　　　　　神田建設㈱　　

㈱ケイ・データエンジニア　　　　　㈱川口測量設計

㈲グローバルエンジニア　　　　　

日新測量㈱　　　　　㈱オーツヤ測量             

㈱ケイ・データエンジニア　　　　　㈱川口測量設計

㈲グローバルエンジニア　　　　

 日新測量㈱　　　　　　㈱オーツヤ測量         

㈲深沢電器商会

㈲三栄電設　　　　　㈱伸電工業

㈱大成電気　　　　　名大電気工事㈲  不参加

㈲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㈲

1,172,000 ㈱大久保管工 1,100,000 93.9 教育総務課12/14 旧増穂西小学校給水管布設工事 平林 工事

4,507,000 ㈱大成電気 4,370,000 97.0 教育総務課12/14 旧増穂西小学校電気設備改修工事 平林 工事

3,480,000 ㈱ケイ・データエンジニア 3,350,000 96.3 教育総務課12/14
富士川町学校給食センター用地測量
調査業務委託

小林 委託

1,900,000 ㈲グローバルエンジニア 1,850,000 97.4 教育総務課12/14 旧増穂西小学校分筆測量業務委託 平林 委託

22,990,000 井上建設㈱ 22,800,000 99.2 上下水道課11/21 富士川町下水道施設耐震化工事 長澤・大椚 工事

12,450,000 ㈱フカサワ 12,250,000 98.4 上下水道課11/21
小林汚水枝線30－29－11号管布設工
事

小林 工事

1,070,000 ㈲川口工務所 1,050,000 98.1 土木整備課11/21 町内水路漏水対策工事 大久保・鳥屋 工事

4,890,000 高野工業㈱ 4,700,000 96.1 土木整備課11/21 町道青柳１０号線舗装工事 青柳町 工事

630,000 依田ポンプ㈱ 600,000 95.2 上下水道課11/21 大椚２０４番地１先消火栓設置工事 大椚 工事

3,600,000 太田工業㈱ 3,490,000 96.9 土木整備課11/21 西之入橋高欄塗装工事 最勝寺 工事

4,440,000 ㈱パスコ　山梨支店 1,810,000 40.8 産業振興課11/21 富士川町林地台帳作成業務委託 富士川町 委託

1,324,000 ㈱日本リフレッシュ 1,200,000 90.6 管財課11/21 公共施設清掃業務委託 富士川町 委託

3,500,000 ㈲梶本管工 3,400,000 97.1 上下水道課11/7
町道利根川添１号線配水管布設替工
事

大久保 工事

1,620,000 ㈱大久保管工 1,580,000 97.5 教育総務課11/7 町内学校トイレ洋式化改修工事 最勝寺 工事

1,450,000 神田建設㈱ 1,420,000 97.9 土木整備課11/7 町道最勝寺２号線水路改修工事 最勝寺 工事

(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）
落札率（%）

　　B/A
指名業者 担当課

㈱YSK e-com　　　　　㈱カルク

富士ゼロックス多摩㈱　　　　　東京コンピュータサービス㈱

㈱富士通エフサス　入札辞退　　　㈱システムインナカゴミ

㈱YSK e-com　　　　　㈱カルク

富士ゼロックス多摩㈱　　　　　東京コンピュータサービス㈱

㈱富士通エフサス　入札辞退　　　　㈱システムインナカゴミ

山梨ガーデン㈱　　　　　㈱帯金造園

㈲荻野造園　　　　　河野造園土木㈱

㈱石原グリーン建設　　　　　㈱富士グリーンテック

㈲梶本管工　　　依田ポンプ㈲　　　　㈲入倉鉄工所

㈲長澤水道　入札辞退　　㈲石井住宅設備　　　㈲井上設備工業

㈱大久保管工　　高橋商事㈲

㈱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㈱

㈱JECC 　   NECキャピタルソリューション㈱　　　

富士通リース㈱　　　　NTTファイナンス㈱　　　

山梨中銀リース㈱

オリジナル設計㈱　　　㈱白岩設計

日本水工設計㈱　　　㈱日本水道設計社

㈱エイト日本技術開発

㈲木村設計　　　　㈱馬場設計　　　㈱土谷設計事務所

NS建築設計事務所　　　　㈱雨宮建築設計事務所

㈱天野建築設計事務所　　　綜合建築設計事務所

㈱ケイコンサルタント　　　　㈱サンポー

㈱富士エンジニアリング　　　㈱ブレーンズ

東洋コンサルタント㈱　　　　雄測量設計㈱

㈱ケイコンサルタント　　㈱川口測量設計

㈱サンポー　　　㈱富士エンジニアリング　　　

㈲グローバルエンジニア　　日新測量㈱　　　㈱エスティ設計

㈱メイキョー　　　　　　(一社）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

㈱総合環境分析　　　　　㈱静環検査センター

㈲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㈲

㈲一之瀬工務店　　㈱小澤工務店　　　㈲深沢建設

㈲文殊堂　　　　　　　石川内装1,111,000 ㈲深沢建設 1,080,000 97.2 生涯学習課1/10
富士川町スポーツミュージアム室内改
修工事

鰍沢 工事

4,200,000 ㈲入倉鉄工所 4,100,000 97.6 都市整備課1/10 町営大久保団地公共下水道接続工事 大久保 工事

1,000,000 ㈱メイキョ― 720,000 72.0 町民生活課1/10 町内河川・井戸水質調査業務委託 富士川町 委託

14,360,000 ㈱ケイコンサルタント 14,000,000 97.5 土木整備課1/10 リニア側道測量設計業務委託 小林 委託

8,060,000 東洋コンサルタント㈱ 7,700,000 95.5 土木整備課1/10 畔沢橋耐震補強設計業務委託 最勝寺 委託

2,410,000 ㈱馬場設計 1,460,000 60.6 管財課1/10 鰍沢分庁舎解体工事設計業務委託 鰍沢 委託

3,870,000
オリジナル設計㈱
山梨事務所

3,650,000 94.3 上下水道課1/10
中部地区簡易水道鹿島地区老朽管布
設替実施設計業務委託

鹿島 委託

360,620
NTTファイナンス㈱
東京営業部

318,800 88.4 教育総務課1/10 町内小中学校ICT機器リース 富士川町 リース

3,920,000 高野工業㈱ 3,780,000 96.4 土木整備課12/21 町内路線舗装打換工事 富士川町 工事

5,810,000 ㈱中村建設 5,600,000 96.4 土木整備課12/21 町道利根川添1号線舗装打換工事 長澤 工事

10,850,000 ㈱早野組 10,480,000 96.6 上下水道課12/21 下水道工事に伴う舗装復旧工事 最勝寺 工事

790,000 高橋商事㈲ 770,000 97.5 上下水道課12/21
最勝寺1624番地先地下式消火栓設置
工事

最勝寺 工事

1,900,000 ㈲荻野造園 1,850,000 97.4 都市整備課12/21 大法師公園桜植栽工事 鰍沢 工事

4,678,600 ㈱YSK e-com 4,510,000 96.4 教育総務課12/21 町内小中学校ICT機器購入 富士川町 物品

19,369,500 ㈱YSK e-com 18,980,000 98.0 教育総務課12/21
町内小中学校ICT機器賃貸借に係る
物品指定

富士川町 物品

(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）
落札率（%）

　　B/A
指名業者 担当課

㈱天満組　　　　栄建設工業㈱

㈱三興建設　　　㈲井上興業

㈱柳澤建設　　　㈱フカサワ

㈱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㈱
井上建設㈱　　　　鶴田組建設㈲
㈲川口工務所　　　源工業㈱
㈱望　　　　　　　　　㈲ライズ　入札辞退
井上建設㈱　　　　鶴田組建設㈲
㈲川口工務所　　　源工業㈱
㈱望　　　　　　　　　㈲ライズ　入札辞退
㈱ダスラップサービス　　　㈲峡南環境サービス
㈲荻原組　　　　　㈱エコ・フカサワ
エコワークス㈱
㈱ダスラップサービス　　　㈲峡南環境サービス
㈲荻原組　　　　　㈱エコ・フカサワ
エコワークス㈱
㈱富士川クリーン　　　　㈲峡南環境サービス
㈲リサイクル　　　㈱山梨クリーンサービス　　入札辞退
㈲サンテック　入札辞退
㈲井上興業　　　鶴田組建設㈲
㈲川口工務所　　　源工業㈱
㈱望　　　　　㈲ライズ　　　入札辞退
㈲井上興業　　　鶴田組建設㈲
㈲川口工務所　　　源工業㈱
㈱望　　　　　㈲ライズ　　　入札辞退
神田建設㈱　　　　　鶴田組建設㈲
㈲川口工務所　　　源工業㈱
㈱望　　　　　㈲ライズ　　　入札辞退
日経工業・植野興業JV
三井建設工業・昭和建設工業JV
興龍社・佐野工務店JV　　　内藤ハウス・深澤工業JV
㈲深沢電器商会　　㈲三栄電設
㈱伸電工業　　㈱大成電気
名大電気工事㈲　不参加　　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㈲
㈱JECC 　   NECキャピタルソリューション㈱　　　
富士通リース㈱　入札辞退　　　　NTTファイナンス㈱　　　
山梨中銀リース㈱

152,437
NECキャピタルソリューション㈱　西
東京支店

133,580 87.6 財務課2/20 勤怠管理システムリース 天神中條 リース

30,710,000 ㈲梶本管工 29,780,000 97.0 子育て支援課2/20
富士川町児童センター給排水設備工
事

最勝寺 工事

44,040,000 ㈲石井住宅設備 42,300,000 96.0 子育て支援課2/20 富士川町児童センター空調設備工事 最勝寺 工事

43,150,000 ㈱大成電気 42,300,000 98.0 子育て支援課2/20 富士川町児童センター電気設備工事 最勝寺 工事

318,950,000 三井建設工業・昭和建設工業JV 317,600,000 99.6 子育て支援課2/20 富士川町児童センター建築主体工事 最勝寺 工事

530,000 神田建設㈱ 515,000 97.2 土木整備課1/30 町道天神中条20号線道路改修工事 天神中條 工事

1,970,000 ㈲井上興業 1,930,000 98.0 土木整備課1/30 米地内取水工石積復旧工事 米 工事

1,130,000 ㈲井上興業 1,100,000 97.3 土木整備課1/30 米地内農地災害復旧工事（1/368） 米 工事

1,562,000 ㈲峡南環境サービス 540,000 34.6 教育総務課1/30
旧増穂西小学校校舎内廃棄物等収集
運搬及び処分業務委託

平林 委託

2,140,000 エコワークス㈱ 1,980,000 92.5 都市整備課1/10 町営梅林団地住宅解体工事 鰍沢 工事

1,520,000 ㈲峡南環境サービス 1,440,000 94.7 都市整備課1/10 町営西之入団地住宅解体工事 最勝寺 工事

2,400,000 井上建設㈱ 2,350,000 97.9 土木整備課1/10 小室地内法面復旧工事 小室 工事

1,830,000 井上建設㈱ 1,800,000 98.4 土木整備課1/10 農道中田日倉線石積復旧工事 髙下 工事

9,540,000 ㈱輪田道路 9,100,000 95.4 土木整備課1/10
町道平林伊奈ヶ湖線舗装工事（その
２）

平林 工事

1,920,000 ㈱輪田道路 1,850,000 96.4 上下水道課1/10
原因者負担舗装復旧工事（県道韮崎
南アルプス富士川線）

青柳町 工事

9,560,000 日東建設㈱ 9,150,000 95.7 都市整備課1/10 町道富士川公園線舗装工事 青柳町 工事

10,720,000 ㈱天満組 10,500,000 97.9 土木整備課1/10 町道大椚大久保線道路改良工事 長澤 工事

(金額はいずれも税抜きです）


