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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

㈱プレジァコーポレーション　　　　甲府ビルサービス㈱

㈱三友　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱信栄商会

㈱ダスラップサービス　　　

オリジナル設計㈱山梨営業所　　　　　㈱東日　甲府営業所

日本技術開発㈱山梨営業所　　　　　　東京設計㈱山梨営業所

第一復建㈱山梨支店　　　　　　㈱日本水道設計社　甲府営業所

三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱山梨営業所　　　　日本技術開発㈱山梨営業所　　

八千代エンジニアリング㈱山梨事務所　　　　第一復建㈱山梨支店

玉野総合コンサルタント㈱東京支店　　　㈱建設技術研究所　山梨事務所

㈱荻野造園　　　　　　　　　　㈱富士グリーンテック

河野造園土木㈱　　　　　　　㈱石原グリーン建設

山梨ガーデン㈱　　　　　　　三協造園㈱

㈱帯金造園　　　　　　　　　　㈱富士グリーンテック

河野造園土木㈱　　　　　　　㈱石原グリーン建設

山梨ガーデン㈱　　　　　　　三協造園㈱

㈱馬場設計　　　　　　　　綜合建築設計事務所

㈱木村設計　　　　　　　　㈱進藤設計事務所

一級建築士事務所創設計　　　㈱土谷設計事務所

三和防災㈱　　　　　　　　㈲中村ポンプ工作所

東八防災㈱　　　　　　　　㈲山梨消防防災センター

東ポン商会　　　　　　　　㈲ヤマト商事

三和防災㈱　　　　　　　　㈲中村ポンプ工作所

東八防災㈱　　　　　　　　㈲山梨消防防災センター

東ポン商会　　　　　　　　㈲ヤマト商事

磯村豊水機工㈱東京支店　　　　　　水道機工㈱

トースイ㈱　　　　　　　㈱西原ウォーターテック水処理事業部

理水化学㈱東京支店

岩間井戸工業㈱　　　　　　　　㈱サクセン

㈱中込ボーリング　　　　　　　㈱萩原ボーリング

㈱山梨ボーリング　　　　　　　㈱山梨地質

岩間井戸工業㈱　　　　　　　　㈱中込ボーリング

㈱萩原ボーリング　　　　　　　㈱山梨ボーリング　　　　　　

　㈱山梨地質

㈲加賀美塗装店　　　　　　　　㈱スギタ建工　　　

㈲三愛コーポレーション　　　　㈲ほさか塗装店

㈱日原ライニング工業

㈲加賀美塗装店　　　　　　　　㈱スギタ建工　　　

㈲三愛コーポレーション　　　　㈲ほさか塗装店

㈱日原ライニング工業

㈱早野組　　　　　　　　　国際建設㈱　　　　　　　　日経工業㈱

三井建設工業㈱　　　　㈱樋川建設　　　　　　　　昭和建設工業㈱

大森建設㈱　　　　　　　㈲一之瀬工務店　　　　　源工業㈱

1,330,000

4,100,000

4,600,000

1,700,000

1,490,000

4,260,000

2,300,000

13,700,000

2,080,000

増穂南小学校学校内プール改修工事 5,200,000

660,000

44,300,000

小林９号線回り木水中ポンプ取替工事

まほらの湯源泉浚渫工事

可搬式ポンプ一式購入

緊急用浄水装置購入

利根川プール循環装置改修工事

2,820,000

増穂町下水道台帳及び資産台帳作成
業務委託

増穂町文化会館清掃業務委託

道路植樹帯保守管理業務委託

天神中条

町内

町内

町内

委託

委託

保育所

まちづくり交付金事業事後評価業務委
託

利根川公園他緑地維持管理業務委託

第３保育所耐震改修工事施工監理業
務委託

2,680,000

1,440,000

山梨ガーデン㈱

綜合建築設計事務
所

建設課

建設課

2,000,000 教育委員会

建設課

福祉保健課

1,950,000

総務課

総務課3,220,000

13,200,000

2,805,000

2,400,000

東ポン商会

㈲中村ポンプ工作
所

トースイ㈱

岩間井戸工業㈱

教育委員会

第３保育所耐震改修工事

庁舎東別館屋上防水工事 総務課

保育所

5,040,000

830,000

4,000,000

3,900,000

1,645,000

600,000

42,000,000

長沢

小林

小林

舂米・小林・長
沢・最勝寺

最勝寺

天神中条

天神中条

小室

青柳町

最勝寺

4/27

4/27

4/27

4/27

4/27

4/27

4/27

4/27

4/27

4/27

4/27

4/27

4/27

4/27

㈱三友

オリジナル設計㈱
山梨営業所

日本技術開発㈱山
梨営業所

㈱石原グリーン建
設

岩間井戸工業㈱

㈱スギタ建工

㈲加賀美塗装店

㈲一之瀬工務店

上下水道課

文化会館

建設課委託

委託

委託

委託

物品

物品

機械設備

井戸

井戸

塗装

防水

建築

(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　　　　　峡南電機㈱　

㈲深沢電器商会　　　㈲三栄電設

㈲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

丸浜舗道㈱　　　　　　㈱中村建設　　　　　　㈱早野組

新津建設㈱　　　　　　高野工業㈱　　　　　　日東建設㈱

井上建設㈱　　　　　　　㈱天満組　　　　　　　神田建設㈱　　

㈱巽建設　　　　　　　　　㈱三興建設　　　　　　㈲井上興業

井上建設㈱　　　　　　　㈱天満組　　　　　　　神田建設㈱　　

㈱巽建設　　　　　　　　 山梨ガーデン㈱　　　㈱三興建設

井上建設㈱              　㈱天満組　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　㈱山梨ガーデン　　　㈱三興建設

 ㈲井上興業　　　　　　　大森建設㈱　　　　　 源工業㈱　　　　　　

㈲井上興業　　　　　　　大森建設㈱　　　　　　源工業㈱

㈲丸信興業　　　　　　　㈲ライズ

㈲井上興業　　　　　　　大森建設㈱　　　　　　源工業㈱

㈲丸信興業　　　　　　　㈲ライズ

㈱東日　甲府営業所　　　　　日本技術開発㈱山梨営業所

㈱サンポー　　　　　　　　　　　八千代エンジニア㈱山梨事務所

第一復建㈱山梨支店　　　　　三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱山梨営業所

㈱東日　甲府営業所　　　　　日本技術開発㈱山梨営業所

㈱サンポー　　　　　　　　　　　八千代エンジニア㈱山梨事務所

第一復建㈱山梨支店　　　　　三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱山梨営業所

クリーンヘルス㈱　　　　　　　　㈲韮崎環境メンテナンスサービス

㈲クリーンライフ　　　　　　　　㈲管清社

㈱山梨施設管理

㈱馬場設計　　　　　　　　　　　　㈱土谷設計事務所

㈱木村設計　　　　　　　　　　　　㈱進藤設計事務所

一級建築士事務所創設計　　　ＮＳ建築設計事務所

㈲ケイ・アンド・エス　　　　　　　㈱ナカテックス

エヌエス工業　　　　　　　　　　㈱ダスラップサービス

太平ビルサービス㈱甲府支店

㈲荻野造園　　　　　　　　　　　㈱富士グリーンテック

河野造園土木㈱　　　　　　　　㈱石原グリーン建設

山梨ガーデン㈱　　　　　　　　㈱帯金造園

2,990,000

8,080,000第３保育所耐震改修機械設備工事 保育所

保育所第３保育所耐震改修電気設備工事

青柳汚水枝線32-2-21-1号管布設工
事

町道ふれあい通り１号線舗装工事

上下水道課

建設課6,750,000

24,250,000

6,500,000

23,650,000

建設課

建設課

上下水道課小林汚水枝線30-21-2号管布設工事 17,440,000

11,560,000

2,180,000林道北山線・天池線修繕工事

東川排水区第１地区雨水管渠布設工
事(21-1)

最勝寺

舂米・平林

建設課

町道長沢青柳線水路改修工事 建設課

青柳町３号公園実施設計業務委託 1,400,000

3,500,000

1,500,000

青柳町

青柳町

上下水道課

建設課
都市計画道路都市計画決定（変更）図
書作成業務委託

公共下水道事業管渠清掃・テレビ調査
業務委託

3,700,000

2,980,000

3,850,000

3,320,000

青柳町

町内

教育委員会
増穂中学校特別教室補強計画判定会
業務及び耐震補強・改修設計業務委
託

6,400,000天神中条 6,400,000

福祉保健課まほらの湯浴室クリーニング工事 3,093,0004,070,000長沢 ㈲ケイ・アンド・エス清掃

まほらの湯植栽工事 福祉保健課1,150,0001,210,000長沢
㈱富士グリーンテッ
ク

造園

2,820,000

7,840,000

17,100,000

10,980,000

2,130,000

3,395,000

最勝寺

最勝寺

小林

最勝寺

小林

4/27

4/27

4/27

4/27

4/27

4/27

4/27

4/27

5/27

5/27

5/27

5/27

5/27

5/27

㈱大成電気

㈱大久保管工

高野工業㈱

㈲井上興業

㈱天満組

大森建設㈱

㈲丸信興業

㈲ライズ

日本技術開発㈱山
梨営業所

日本技術開発㈱山
梨営業所

クリーンヘルス㈱

㈱土谷設計事務所

電気

管

舗装

土木

土木

土木

土木

土木

委託

委託

委託

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

㈱伸電工業　　　　　　㈱大成電気　　　　　峡南電機㈱　

㈲深沢電器商会　　　㈲三栄電設

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　高野工業㈱

㈱丸美建設工業

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　高野工業㈱

㈱丸美建設工業

㈱小澤工務店   　　      　　　 神田建設㈱

㈲一之瀬工務店　　　　　　　　㈲深沢建設

㈲ほさか工務店

井上建設㈱　　　　　　　　㈱天満組　　　　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　　山梨ガーデン㈱　　　　㈱三興建設

㈲井上興業

井上建設㈱              　　㈱天満組　　　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　　㈱山梨ガーデン　　　　㈱三興建設

 ㈲井上興業　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　 　源工業㈱　　　　　　

井上建設㈱              　　㈱天満組　　　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　　㈱山梨ガーデン　　　　㈱三興建設

 ㈲井上興業　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　 　源工業㈱　　　　　　

㈲井上興業　　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　　源工業㈱

㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ

㈱天満組　　　　　　　　　　神田建設㈱　　　　　　　山梨ガーデン㈱

㈲井上興業　　　　　　　　源工業㈱　　　　　　　　　㈲ライズ

井上建設㈱　　　　　　　　　㈲井上興業　　　　　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　㈲ライズ

㈱天満組　　　　　　　　　　神田建設㈱　　　　　　山梨ガーデン㈱

㈲丸信興業　　　　　　　　㈲ライズ

㈲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

㈲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

教育委員会

町道天神中条長沢１号線舗装打換工
事

建設課

増穂小・中学校特別教室天井扇取付
工事

2,350,0002,470,000

4,850,000 4,650,000

最勝寺・天神中
条

天神中条

建設課町道小室山線舗装工事 9,680,00010,150,000小室 ㈱早野組舗装

上下水道課

増穂町民会館２階図書室本棚取付工
事

長沢汚水枝線31-1-21-3号管布設工
事

765,000 教育委員会810,000

10,940,000 10,700,000

青柳町

長沢

建設課

長沢汚水枝線31-1-21-4号管布設工
事

上下水道課

都市計画道路金手小林線道路改築工
事

19,200,000

11,350,000

18,830,000

9,940,000

天神中条

青柳町

建設課

建設課
町道天神中条長沢２号線水路改修工
事

6,100,000

東川排水区第３地区雨水管渠布設工
事（２１－２）

1,690,000

6,230,000

1,650,000青柳町

天神中条

建設課町道寺尾馬門線溝蓋設置工事

町道下高下１号線水路改修工事 建設課1,060,000

1,810,000

1,040,000

1,770,000

高下

最勝寺

上水道事務所

増穂町民体育館屋外トイレ改修工事 教育委員会

最勝寺小林２号線配水管布設替工事

700,000

9,420,000

650,000

9,140,000

小林

天神中条

5/27

5/27

5/27

5/27

5/27

5/27

5/27

5/27

5/27

5/27

5/27

5/27

5/27

峡南電機㈱

新津建設㈱

㈲深沢建設

源工業㈱

㈱巽建設

源工業㈱

源工業㈱

神田建設㈱

大森建設㈱

神田建設㈱

㈱大久保管工

㈲梶本管工

電気

舗装

建具

土木

土木

土木

土木

土木

土木

土木

土木

管

(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

オリジナル設計㈱山梨営業所　　　　　　　　㈱東日　甲府営業所

㈱エイト日本技術開発　山梨営業所　　　　東京設計㈱山梨営業所

第一復建㈱山梨支店

㈱東洋コンサルタント山梨営業所　　　　　　冨洋設計㈱山梨営業所

日本上下水道設計㈱山梨営業所　　　　　　日本水工設計㈱山梨事務所

オリジナル設計㈱山梨営業所

㈱甲府情報システム　　　　　　　　　　　　　㈱電算

山梨ニューメディアセンター　　　　　　　　　㈱ジインズ

（財）高度映像情報センター　　　　　　　　　㈱ワイ・シー・シー

㈱システムインナカゴミ　　　　　　　　　　　 ㈱ワイ・シー・シー

㈱ＹＳＫｅ－ｃｏｍ　　　　　　　　　　　　　　　　富士通㈱山梨支店

㈱カルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富士ゼロックス山梨㈱

神山スポーツ　　　　　東京体器㈱　　　　　コウノスポーツ

㈱フクシエンタープライズ山梨営業所

ＮＴＴ東日本－山梨　　　　　　　　　㈱トーコンフィールドサービス甲府支店

㈱ＹＳＫｅ－ｃｏｍ　　　　　　　　　　　㈱システムインナカゴミ

ＮＥＣフィールディング㈱西関東支社甲府支店　　　㈱サンテレコム

ＮＥＣネッツエスアイ㈱甲府営業所　　　　　　　　㈱カルク

リコー販売㈱山梨支社公共文教営業部　　　　　㈱甲陽

㈱関電工　山梨支店　　　　　　　　　㈱アースワークス

㈱協和エクシオ甲信支店　　　　　㈱電通システム

エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱首都圏支店　　　㈱ＮＴＴ東日本－山梨

ＮＥＣフィールディング㈱西関東支社甲府支店

ＮＥＣネッツエスアイ㈱甲府営業所

㈱ダスラップサービス　　    ㈱エコ・フカサワ

㈲荻原組　　　　　             湯沢工業㈱　

エコワークス㈱　　　　　      ㈱坂本建運　　　　　　

㈱甲陽　　　　　　　　　　大面建設㈱　　　　　　　㈱道路企画

㈱ロード　　　　　　　　　㈱内外　　　　　　　　　　基幹興業㈱

㈲荻野造園　　　　　　　　　　　河野造園土木㈱

㈱石原グリーン建設　　　　　　山梨ガーデン㈱

㈱帯金造園

㈱伸電工業　　　　　　㈱大成電気　　　　　峡南電機㈱　

㈲深沢電器商会　　　㈲三栄電設　　　　　甲府冷暖工業㈱

㈱伸電工業　　　　　　㈱大成電気　　　　　峡南電機㈱　

㈲深沢電器商会　　　㈲三栄電設　　　　　甲府冷暖工業㈱

9,930,000

増穂中学校図書室冷暖房設備工事 16,550,000 教育委員会

増穂町立第４保育所未満児室空調機
新設工事

1,520,000 保育所

17,410,000

1,600,000

天神中条

青柳町

増穂中学校練習走路補修工事 山梨ガーデン㈱ 1,320,000 教育委員会1,350,000天神中条

あやめ寮建物解体工事 6,950,000 総務課

町道利根川添１号線外区画線設置工
事

1,390,000 建設課1,430,000町内

㈲荻原組

大面建設㈱

企画秘書室

内線電話網システム構築工事 22,298,000 総務課

㈱ＹＳＫｅ－ｃｏｍ

㈱ＮＴＴ東日本－山
梨

58,700,000

24,270,000

サーバー・ネットワークシステム構築工
事

53,970,000

プール清掃用プールクリーナー購入

1,870,000

上水道事務所

上下水道課
増穂町公共下水道事業変更認可申請
図書作成業務委託

中央監視設備更新計画策定業務委託

2,740,000

3,330,000

2,600,000

2,900,000

最勝寺他

最勝寺

教育委員会880,000940,000 神山スポーツ

教育委員会
増穂町民図書館ネットワーク用ＰＣ購
入

1,663,700青柳町
㈱システムインナカ
ゴミ

物品

企画秘書室
内線電話網・ネットワークシステム構築
工事施工監理業務委託

増穂町・鰍沢町
（財）高度映像情報
センター

2,400,0002,400,000委託

小林

増穂町・鰍沢町

増穂町・鰍沢町

青柳町

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

オリジナル設計㈱
山梨営業所

オリジナル設計㈱
山梨営業所

㈱伸電工業

㈲深沢電器商会

委託

委託

物品

電気通信

電気通信

解体

土木

土木

電気

電気

(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　　　　　峡南電機㈱　

㈲深沢電器商会　　　㈲三栄電設　　　　　甲府冷暖工業㈱

㈱小澤工務店   　　      　　　 ㈲一之瀬工務店　　　　　　　　

㈲深沢建設　　　　　　　　　　　 ㈲ほさか工務店

石川内装

㈱小澤工務店   　　      　　　 神田建設㈱

㈲一之瀬工務店　　　　　　　　㈲深沢建設

㈲ほさか工務店

㈲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

井上建設㈱              　　㈱天満組　　　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　　㈱山梨ガーデン　　　　㈱三興建設

井上建設㈱              　　㈲井上興業　　　　　　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　㈲ライズ

井上建設㈱              　　㈲井上興業　　　　　　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　㈲ライズ

㈱天満組              　　㈲井上興業　　　　　　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　㈲ライズ

（財）高度映像情報センター　　　　　　㈱馬場建設コンサルタント

建設技術研究所　山梨事務所　　　　エヌエイチアイテック甲府事務所

㈱無線放送設計事務所

三和防災㈱　　　　　　　　㈲中村ポンプ工作所

東八防災㈱　　　　　　　　東ポン商会

㈲ヤマト商事　　　　　　　㈲山梨消防防災センター

㈱東芝　　　　　　　　　　　㈱富士通ゼネラル

㈱日立国際電気　　　　　山梨パナソニックシステム㈱　　　　　　

#REF!

岩間井戸工業㈱　　　　　　　　㈱サクセン

㈱中込ボーリング　　　　　　　㈱萩原ボーリング

㈱山梨ボーリング　　　　　　　㈱山梨地質

㈱三和商会　　　　　　　　　　㈱マルアイ産機

アルプス事務機㈲　　　　　　㈱マルモ

㈱正直堂

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　高野工業㈱

㈱丸美建設工業　　　　 日東建設㈱

防災行政無線同報系統合システム工
事

18,200,000 総務課

温泉ガス対策工事 8,400,000 福祉保健課

㈱山通

岩間井戸工業㈱

27,300,000

8,630,000

防災行政無線同報系統合システム工
事施工監理業務委託

1,780,000 総務課

消防ポンプ車購入 14,900,000 総務課

2,000,000

16,200,000

（財）高度映像情報
センター

㈲中村ポンプ工作
所

仙洞田地内土留ブロック設置工事 1,000,000 建設課

上水道事務所フェンス設置工事 2,240,000 上水道事務所2,290,000

1,030,000高下

最勝寺

町道平林伊奈ヶ湖線道路改良工事 19,100,000 建設課

町道下高下２号線防護柵設置工事 1,790,000 建設課

19,500,000

1,820,000高下

平林

増穂町立第１保育所ホールステージ改
修工事

800,000 保育所

増穂小学校トイレ臭気改善工事 1,330,000 教育委員会

825,000

1,370,000最勝寺

天神中条

文化会館廊下空調設備工事 1,500,000 文化会館

増穂中学校多目的室修繕工事 859,000 教育委員会

1,570,000

925,000

天神中条

天神中条

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

8/17

8/17

8/17

8/17

㈲三栄電設

石川内装

㈱小澤工務店

㈲梶本管工

㈱三興建設

大森建設㈱

井上建設㈱

㈱天満組

増穂町・鰍沢町

天神中条

増穂町・鰍沢町

長沢

8/17 リサイクルステーション設置工事 町内 4,000,000 ㈱正直堂 3,795,000 町民生活課

8/17
町道高等学校線外１路線舗装打換工
事

最勝寺 11,600,000 丸浜舗道㈱ 10,950,000 建設課

電気

内装

建築

管

土木

土木

土木

土木

委託

物品

電気通信

井戸

建築

舗装

(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㈱　　　　　　　　㈱天満組　　　　　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　　山梨ガーデン㈱　　 　　　㈱三興建設

㈲井上興業                源工業㈱

井上建設㈱　　　　　　　　㈱天満組　　　　　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　　山梨ガーデン㈱　　 　　　㈱三興建設

㈲井上興業                源工業㈱

井上建設㈱　　　　　　　　㈱天満組　　　　　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　　山梨ガーデン㈱　　 　　　㈱三興建設

㈲井上興業                源工業㈱

井上建設㈱              　㈱天満組　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　㈱山梨ガーデン　　　㈱三興建設

 ㈲井上興業　　　　　　　大森建設㈱　　　　　 源工業㈱　　　　　　

㈲井上興業　　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　　源工業㈱

㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ

井上建設㈱              　　㈲井上興業　　　　　　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　㈲ライズ

㈲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

㈱サンポー　　　　　㈱ブレーンズ　　　　　　㈱富士エンジニアリング

新都市設計㈱　　　　　　　　㈱東洋設計事務所　山梨出張所

オリジナル設計㈱　山梨営業所

㈱甲府情報システム　　　　　　　㈱山梨ニューメディアセンター

（財）高度映像情報センター　　　　㈱トーコンフィールドサービス甲府支店

㈱ジインズ　　　　　　　　　　　㈱ディナック中日本

㈱峡南堂印刷所　　　　　　　㈱ケイ・トゥー・ワン

㈱サンニチ印刷　　　　　　　　㈱少國民社

杉田印刷所　　　　　　　　　　㈱きょうせい

㈱ＮＴＴ東日本－山梨㈱　　　　　関電工　山梨支店

㈲峡西シーエーテーブイ　　　　㈱エヌディエス

日本フィールド・エンジニアリング㈱山梨支店

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　高野工業㈱

㈱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　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　高野工業㈱

㈱丸美建設工業　　　　 日東建設㈱

井上建設㈱              　㈱天満組　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　㈱山梨ガーデン　　　㈱三興建設

8/17
青柳汚水枝線32-2-21-5号管布設工
事

最勝寺 12,100,000 ㈲井上興業 11,800,000 上下水道課

8/17
青柳汚水枝線32-2-21-6号管布設工
事

最勝寺 19,700,000 神田建設㈱ 19,300,000 上下水道課

8/17 小林汚水枝線30-21-7号管布設工事 舂米 19,850,000 ㈱巽建設 19,460,000 上下水道課

8/17
東川排水区第３地区雨水管渠布設工
事(21-3)

最勝寺 11,700,000 源工業㈱ 11,460,000 建設課

8/17 排水施設改修工事 天神中条 3,220,000 ㈲ライズ 3,160,000 文化会館

8/17 仙洞田林道修繕工事 高下 1,470,000 井上建設㈱ 1,440,000 建設課

8/17 最勝寺１９号線他配水管布設工事 最勝寺 3,160,000 依田ポンプ㈲ 3,080,000 上水道事務所

9/17 実施設計業務委託 町内 8,500,000
オリジナル設計㈱
山梨営業所

8,500,000 上下水道課

9/17
情報系ネットワークシステム統合工事
施工監理業務委託

増穂町・鰍沢町 1,310,000
（財）高度映像情報
センター

1,078,000 企画秘書室

9/17 広報「ますほ」縮刷版印刷製本業務 町内 6,810,000 ㈱少國民社 2,500,000 企画秘書室

9/17 情報系ネットワークシステム統合工事 増穂町・鰍沢町 26,800,000
タツミエンジニアリン
グ㈱

22,000,000 企画秘書室

9/17 町道金手小林２号線舗装工事 長沢 11,360,000 ㈱中村建設 10,950,000 建設課

9/17 下水道工事に伴う舗装復旧工事 長沢・天神中条 6,960,000 高野工業㈱ 6,750,000 上下水道課

9/17 東川付け替え工事（２１－１） 青柳町 39,100,000 井上建設㈱ 38,200,000 建設課

土木

土木

土木

土木

土木

土木

水道事業

委託

委託

印刷

通信

舗装

舗装

土木

(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㈱　　　　　　　　㈱天満組　　　　　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　山梨ガーデン㈱　　 　　　㈱三興建設

㈲井上興業                源工業㈱

㈱天満組　　　　　　　　　㈲井上興業　　　　　　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　　㈲ライズ

神田建設㈱　　　　　　　山梨ガーデン㈱　　　　　㈲井上興業

大森建設㈱　　　　　　　源工業㈱　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　

㈲ライズ

井上建設㈱              　　㈲井上興業　　　　　　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　㈲ライズ

㈲井上興業　　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　　源工業㈱

㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ

㈲井上興業　　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　　源工業㈱

㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ

㈲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

綜合建築設計事務所　　　　　　　㈱土谷設計事務所

㈲アート建築工房　　　　　　　　　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

㈱東日　甲府営業所㈱　　　　　　エイト日本技術開発　山梨営業所

㈱サンポー　　　　　　　　　　　　　オリジナル設計㈱山梨営業所

第一復建㈱山梨支店　　　　　三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱山梨営業所

八千代エンジニアリング㈱山梨事務所

㈱ケイコンサツタント　　　　　　　　㈱川口測量設計

㈱カワイ　　　　　　　　　　　　　　　　㈱サンポー

新都市設計㈱　　　　　　　　　　　　㈱ハヤテ・コンサルタント

㈱ケイコンサツタント　　　　　　　　㈱川口測量設計

㈱サンポー　　　　　新都市設計㈱　　　　　　㈱ハヤテ・コンサルタント

雄測量設計㈱　　　　　　　　　　　㈱秀建コンサルタント

岩間井戸工業㈱　　　　　　　　㈱山梨ボーリング

㈱萩原ボーリング　　　　　　　㈱山梨技術研究所

㈱中込ボーリング

㈱メイキョー　　　　　　　　　　　　　㈱環境管理センター山梨事務所

㈱日水コン　山梨事務所　　　　　　（社）山梨県食品衛生協会

㈱山梨県環境科学検査センター

町民生活課委託 790,000 ㈱メイキョー 740,00010/15 町内河川・井戸水質調査業務委託 町内

2,800,000 建設課

建設課

10/15 土質調査業務委託 大椚 委託 3,160,000 ㈱山梨技術研究所

委託 22,550,000
㈱ケイコンサルタン
ト

22,000,00010/15
東川付け替えに伴う機能補償詳細設
計業務委託

青柳町

3,300,000 教育委員会

建設課

10/15
利根川公園テニスコート整備実施設計
業務委託

小林 委託 5,150,000 ㈱川口測量設計

委託 18,850,000
㈱エイト日本技術開
発　山梨営業所

16,500,00010/15 東川拡幅部詳細設計業務委託 大椚

1,150,000 町民生活課

上水道事務所

10/2
ますほ南児童クラブ実施設計及び設
計監理業務委託

最勝寺 委託 3,540,000 ㈲アート建築工房

管 2,100,000 ㈲入倉鉄工所 2,040,0009/17 天神中条１６号線配水管布設替工事 天神中条

9/17
長沢汚水枝線31-2-21-8号管布設工
事

天神中条 19,100,000 ㈱天満組 18,700,000 上下水道課

1,890,000

9/17 町道天神中条１５号線水路改修工事 天神中条 6,030,000 建設課

町道最勝寺青柳２号線水路改修工事 最勝寺 1,930,000 神田建設㈱ 建設課

㈲ライズ 5,950,000

大森建設㈱ 1,580,000

9/17

9/17 町道狩宿仙洞田線道路改修工事 高下 1,630,000

土木

土木 建設課

9/17 林道柳切線他３路線修繕工事 小室・高下 1,070,000 源工業㈱ 1,055,000 建設課

9/17 仙洞田日向山道路工事 高下 975,000 源工業㈱ 960,000 建設課

土木

土木

土木

土木

(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

アルプス事務機㈲　　　　　　　　　㈱正直堂

㈲教材事務機センター　　　　　　㈱マルモ

㈱邦文堂

三精運送機㈱　　　　　　　　　　　　　　森平舞台機構㈱

カヤバシステムマシナリー㈱　　　　　冨士工業株

サンセイ㈱　　　　　　　　　　　　　　　　㈱サンケン・エンジニアリング

㈱スギタ建工　　　　　　　　　　　　　㈲加賀美塗装店

㈲三愛コーポレーション　　　　　　池上看板塗装店

小田切塗装店㈱　　　　　　　　　　　㈲中沢実業

大栄設備㈱　　　　　　　　　　　　　雨宮工業㈱

日本パイピング工業㈱　　　　　　　明和工業㈱

甲府冷暖工業㈱　　　　　　　　　　㈱柳川芳鉄工所

㈱早野組　　　　　　　　　㈱中村建設　　　　　　　日東建設㈱

丸浜舗道㈱　　　　　　　長田組土木㈱　　　　　　新津建設㈱

高野工業㈱　　　　　　　㈱丸美建設工業

㈱ジャクエツ環境事業部　　　　　　東京体器㈱

㈱コトブキ　　　　　　　　　　　　　　　㈱ロード

遊具診断山梨　　　　　　　　　　　　青野スポーツ施設㈱滋賀支店

㈱小澤工務店　　　　　　　　　　　　㈱一之瀬工務店

大森建設㈱　　　　　　　　　　　　　㈲深沢建設　　　

昭和建設工業㈱　　　　　　　　　　㈲石川工務店

㈲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

井上建設㈱              　㈱天満組　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　㈱山梨ガーデン　　　㈱三興建設

井上建設㈱              　　㈲井上興業　　　　　　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　㈲ライズ

㈲井上興業　　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　　源工業㈱

㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ

㈲井上興業　　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　　源工業㈱

㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ

㈲井上興業　　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　　源工業㈱

㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ

井上建設㈱             　 　㈱天満組　　　　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　　㈱山梨ガーデン　　　　　㈱三興建設

 ㈲井上興業　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　 　　源工業㈱　　　　　　

建設課土木 25,560,000 ㈱巽建設 24,800,00010/15 東川付け替え工事（２１－２） 青柳町

487,000 建設課

建設課

10/15 上平川護岸復旧工事 舂米 土木 500,000 ㈲井上興業

土木 1,890,000 ㈲丸信興業 1,855,00010/15 小林竹重水路改修工事 小林

1,190,000 建設課

建設課

10/15 小室矢川水路修繕工事 小室 土木 1,230,000 大森建設㈱

土木 4,060,000 大森建設㈱ 3,930,00010/15
北の田郷志線道路新設及び郷志水路
修繕工事

小室

36,700,000 建設課

 町民生活課・教育委員会

10/15 町道仙洞田１号線道路工事 高下 土木 37,500,000 井上建設㈱

管 1,670,000 ㈱大久保管工 1,600,00010/15
町民体育館・利根川センター下水道接
続工事

小林

3,900,000 総務課

建設課

10/15
増穂町役場庁舎１階カウンター改修工
事

天神中条 建築 4,010,000 大森建設㈱

土木 6,710,000
㈱ジャクエツ環境事
業

5,980,00010/15 利根川公園遊具設置工事 小林

12,700,000 総務課

総務課

10/15 庁舎駐車場舗装打換工事 天神中条 舗装 13,430,000 日東建設㈱

管 7,470,000 甲府冷暖工業㈱ 6,100,00010/15 庁舎暖房設備改修工事 天神中条

11,800,000 総務課

文化会館

10/15 庁舎外壁塗装改修工事 天神中条 塗装 12,230,000 ㈱スギタ建工

機械 11,500,000 森平舞台機構㈱ 11,180,00010/15 舞台吊物機構改修工事 天神中条

2,600,000 総務課10/15 庁舎印刷機購入 天神中条 物品 2,600,000 アルプス事務機㈲

(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

㈱パスコ山梨支店　　　　　　　　　　三和航測㈱甲信支店

アジア航測㈱本社営業所　　　　　　朝日航洋㈱埼玉支店

国際航業㈱山梨営業所

㈱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

㈱日新厨房企画　　　　　　　　石川調理機㈱　　　　　　サンリエモア㈱

ホシザキ東京㈱甲府支店　　　　　北沢産業㈱甲府支店

山梨ステンレス㈱　　　　　　　　甲府冷暖工業㈱　

㈱山武ｱﾄﾞﾊﾞﾝｵｰﾄﾒｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ　　　　　㈱三晃空調　山梨営業所

大成温調㈱山梨営業所　　　　　　日本パイピング工業㈱

㈱山梨日立　　㈲新光設備工業　　　共信冷熱㈱　　　　甲府冷暖工業㈱

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　高野工業㈱

㈱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　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　高野工業㈱

㈱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

㈲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

井上建設㈱　　　　　　　　㈱天満組　　　　　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　山梨ガーデン㈱　　 　　　㈱三興建設

㈲井上興業  

神田建設㈱　　　　　　　　山梨ガーデン㈱　　　　　　㈲井上興業  

大森建設㈱　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ

井上建設㈱  　　　　　　　㈲井上興業　　　　　　　　大森建設㈱

㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ

㈱巽建設　　　　　　　　　㈱山梨ガーデン　　　　　　㈲井上興業　　

大森建設㈱　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ

㈱天満組　　　　　　　　　㈱巽建設　　　　　　　　　　㈲井上興業　　

大森建設㈱　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ

㈱巽建設　　　　　　　　　㈲井上興業　　　　　　　　　大森建設㈱

㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ 建設課土木 880,000 ㈱巽建設 862,40011/17 広域農道外１路線改修工事 舂米

2,283,000 建設課

建設課

11/17 舂米前田線外１路線水路改修工事 舂米・大久保 土木 2,330,000 ㈲丸信興業

土木 4,800,000 ㈱山梨ガーデン 4,690,00011/17 利根川公園グラウンド改修工事 小林

1,290,000 建設課

建設課

11/17
町道ウツギ坂線外１路線道路改修工
事

小室 土木 1,320,000 井上建設㈱

土木 7,700,000 神田建設㈱ 7,550,00011/17 町道最勝寺１５号線道路整備工事 最勝寺

8,300,000 上下水道課

教育委員会

11/17 小林汚水枝線30-21-9号管布設工事 舂米 土木 8,500,000 神田建設㈱

管 780,000 ㈱大久保管工 760,00011/17 増穂町民会館トイレ改修工事 青柳町

17,230,000 建設課

上下水道課

11/17 富士川親水公園水道施設整備工事 青柳町 管 17,800,000 ㈲長澤水道

舗装 9,500,000 ㈱輪田道路 9,150,00011/17
下水道工事に伴う舗装復旧工事（その
２）

最勝寺・青柳町

4,650,000 建設課

文化会館

11/17
町道天神中条長沢１号線外６路線舗
装修繕工事

町内 舗装 4,900,000 新津建設㈱

機械 14,750,000 ㈲新光設備工業 12,368,00011/17
文化会館蓄熱槽及び客席床暖房設備
改修工事

天神中条

554,000 保育所

保健課・教育委員会・町民

11/17
増穂町立第三保育所及び第四保育所
食器保管庫購入

最勝寺・青柳町 物品 1,020,000 山梨ステンレス㈱

委託 790,000 ㈱三友 567,00011/17 公共施設清掃業務委託 町内

900,000 建設課11/17 増穂町都市計画図修正業務委託 町内 委託 1,270,000
三和航測㈱甲信支
社

(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㈱  　　　　　　　㈲井上興業　　　　　　　　大森建設㈱

㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ

日本通運㈱山梨支店　　　　　　　　　甲府通運㈱　　　　　

山梨貨物自動車㈱　　　　　　　　　　山梨通運㈱

㈱中部

三和防災㈱　　　　　　　　　　　東八防災㈱

東ポン商会　　　　　　　　　　　㈲ヤマト商事

㈲中村ポンプ工作所

㈱三和商会　　　　　　　　　　㈱邦文堂

㈱正直堂　　　　　　　　　　　㈱マルアイ産機

㈱マルモ

荏原実業㈱山梨営業所　　　　　　　㈱日立

磯村豊水機工㈱東京支店             ㈱第一テクノ

甲信商事㈱甲府支店                    愛知時計電機㈱東京支店

㈱三和商会　　　　　　　　　　　　㈱正直堂

㈱マルアイ産機　　　　　　　　　　アルプス事務機㈲

㈱モルモ　　　　　　　　　　　　　　㈱ナガワ甲府営業所

大面建設㈱　　　　　　　　　　　　㈱甲陽

㈱ロード　　　　　　　　　　　　　　㈱道路企画

㈱内外　　　　　　　　　　　　　　　基幹興業㈱

㈱帯金造園　　　　　　　　　　　　㈲荻野造園

山梨ガーデン㈱　　　　　　　　　河野造園土木㈱

㈱石原グリーン建設　　　　　　　㈱富士グリーンテック

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　高野工業㈱

㈱丸美建設工業　　　　 日東建設㈱

㈱ダスラップサービス　　　　　　㈲峡南環境サービス

㈲荻野組　　　　　　　　　　　　　㈱エコ・フカサワ

㈱富士川クリーン

㈱小澤工務店　　　　　　　　　　㈲一之瀬工務店

㈲深沢建設　　　　　　　　　　　㈲ほさか工務店

石川内装

井上建設㈱              　㈱天満組　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　㈱山梨ガーデン　　　㈱三興建設

神田建設㈱　　　　　　　山梨ガーデン㈱　　　　　　㈲井上興業  

大森建設㈱　　　　　　　源工業㈱　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　

㈲ライズ

㈱天満組　　　　　　　　　神田建設㈱　　　　　　　　㈱巽建設

山梨ガーデン㈱　　　　　㈲井上興業　　　　　　　　大森建設㈱

源工業㈱

建設課土木 6,120,000 源工業㈱ 6,000,00011/26
青柳整理地１号水路外３箇所修繕工
事

青柳町

4,050,000 建設課

建設課

11/26 農道整理地３号線水路改修工事 青柳町 土木 4,130,000 源工業㈱

土木 37,000,000 ㈱天満組 36,300,00011/26 東川付け替え工事（２１－３） 青柳町

2,300,000 総務課

建設課

11/26 庁舎施設内改修工事 天神中条 建築 2,750,000 ㈲深沢建設

解体 1,390,000
㈲峡南環境サービ
ス

888,60011/26 町営西之入団地住宅解体工事 最勝寺

21,900,000 建設課

建設課

11/26 富士川親水公園整備工事 青柳町 土木 22,900,000 高野工業㈱

土木 17,000,000 山梨ガーデン㈱ 16,650,00011/26 青柳町３号公園施設整備工事 青柳町

7,440,000 産業観光課

町民生活課

11/26 観光誘導標識設置工事
青柳町・舂米・

平林
土木 7,560,000 大面建設㈱

建築 2,730,000 ㈱正直堂 2,450,00011/26 リサイクルステーション設置工事 町内

4,600,000 上水道事務所

総務課

11/26 自動通報装置設置工事 最勝寺 機械 4,970,000 ㈱山梨日立

物品 4,260,000 ㈱三和商会 3,920,00011/26 庁用机・椅子購入 天神中条

3,760,000 総務課

総務課

11/26 消防団防災活動物品購入 天神中条 物品 3,800,000 東八防災㈱

委託 2,580,000 山梨貨物自動車㈱ 1,980,00011/26
増穂町事務所ＯＡフロア工事に伴う引
越し業務委託

天神中条

1,050,000 建設課11/17 小室土録水路改修工事 小室 土木 1,080,000 井上建設㈱

(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

㈱小澤工務店　　　　　　㈲一之瀬工務店　　　　　　㈲深沢建設

㈲ほさか工務店　　　　　神田建設㈱　　　　　　　　大森建設㈱

源工業㈱

㈱三和商会　　　　　　　㈱正直堂　　　　　　　　　　㈱マルアイ産機

㈱三枝理研　　　　　　　㈲教材事務機センター

㈱帯金造園　　　　　　　　　　　　㈲荻野造園

山梨ガーデン㈱　　　　　　　　　河野造園土木㈱

㈱石原グリーン建設　　　　　　　㈱富士グリーンテック

㈱帯金造園　　　　　　　　　　　　㈲荻野造園

山梨ガーデン㈱　　　　　　　　　河野造園土木㈱

㈱石原グリーン建設　　　　　　　㈱富士グリーンテック

㈱帯金造園　　　　　　　　　　　　㈲荻野造園

山梨ガーデン㈱　　　　　　　　　河野造園土木㈱

㈱石原グリーン建設　　　　　　　㈱富士グリーンテック

㈱ロード　　　　　　　　　　　　㈱甲陽

㈱内外                              大面建設㈱

基幹興業㈱　　　　　　　　　　㈱道路企画

丸茂電機㈱　　　　　　　　　㈱松村電機製作所　東京支店

パナソニック電工㈱　　　　　㈱東芝　関東水・環境システム営業部

㈱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

井上建設㈱              　㈱天満組　　　　　　神田建設㈱

㈱巽建設　　　　　　　　　㈱山梨ガーデン　　　㈱三興建設

山梨ガーデン㈱　　　　　　㈲井上興業 　　　　　大森建設㈱　　　 

源工業㈱　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　㈲ライズ

㈱天満組　　　　　　　㈲井上興業 　　　　　大森建設㈱　　　 

源工業㈱　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　㈲ライズ

㈱天満組　　　　　　　　㈱巽建設　　　　　　　　　㈲井上興業  

大森建設㈱　　　　　　　源工業㈱　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　

㈲ライズ

日本通運㈱山梨支店　　　　　　　　　甲府通運㈱　　　　　

山梨貨物自動車㈱　　　　　　　　　　山梨通運㈱

㈱中部

委託 860,000 ㈲荻野造園 780,000

教育委員会

12/16 長沢川管理道路植栽剪定業務委託 町内 建設課

物品 2,980,000 ㈱三枝理研 2,940,00012/16 町内小・中学校理科教育設備 町内

32,390,000 町民生活課11/26 ますほ南児童クラブ新築工事 最勝寺 建築 38,200,000 ㈲一之瀬工務店

12/16 利根川公園樹木剪定業務委託
長沢・小林・舂

米
委託 2,680,000 山梨ガーデン㈱ 2,680,000 建設課

12/16 都市計画道路金手小林線植栽工事 青柳町 造園 1,570,000 河野造園土木㈱ 1,500,000 建設課

12/16
都市計画道路金手小林線案内標識設
置工事

青柳町 土木 7,350,000 大面建設㈱ 7,100,000 建設課

12/16 文化会館舞台照明設備改修工事 天神中条 電気 78,500,000 丸茂電機㈱ 39,990,000 文化会館

12/16
都市計画道路金手小林線街路灯設置
工事

青柳町 電気 4,300,000 峡南電機㈱ 4,080,000 建設課

12/16 富士川親水公園整備工事（２工区） 青柳町 土木 45,700,000 山梨ガーデン㈱ 44,700,000 建設課

12/16 町道高等学校外１路線水路改修工事 最勝寺・長沢 土木 1,320,000 源工業㈱ 1,290,000 建設課

12/16 大久保徳瀬水路修繕工事 大久保 土木 530,000 ㈱天満組 515,000 建設課

12/16 舂米中尾田農道改良工事 舂米 土木 7,890,000 ㈲井上興業 7,700,000 建設課

1/20
増穂町・鰍沢町合併に伴う事務所移転
業務委託

増穂町・鰍沢町 委託 2,580,000 山梨貨物自動車㈱ 2,550,000 総務課

(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

㈱伸電工業　　　　　　㈱大成電気　　　 　        ㈲三栄電設

峡南電機㈱　　　　　　㈲深沢電器商会　 　　　㈱甲斐電気

㈱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

山梨ステンレス㈱　　　　和泉産業㈱　　　　　㈱日新厨房企画

㈱大久調温　　　　　甲府冷暖工業㈱　　　　　北沢産業㈱甲府支店

㈱サンニチ印刷　　　　　㈱甲陽　　　　　　　　㈱ロード　　

協和産業㈱　　　　　　　㈱道路企画　　　　　　交通工業株

基幹興業㈱

㈱スギタ建工　　　　　　　　　　　　㈲加賀美塗装店

㈲三愛コーポレーション　　　　　　池上看板塗装店

㈱太陽社

㈱早野組　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　㈱中村建設

㈱輪田道路　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　高野工業㈱

㈱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　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　高野工業㈱

㈱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　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　高野工業㈱

㈱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　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　高野工業㈱

㈱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　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　高野工業㈱

㈱丸美建設工業　　　　 日東建設㈱

㈱小澤工務店　　　　　　　　　　　　㈱一之瀬工務店

大森建設㈱　　　　　　　　　　　　　㈲深沢建設　　　

昭和建設工業㈱　　　　　　　　　　㈲石川工務店

神田建設㈱　　　　　　　山梨ガーデン㈱　　　　　　㈲井上興業  

大森建設㈱　　　　　　　源工業㈱　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　

㈲ライズ

㈱天満組　　　　　　　　山梨ガーデン㈱　　　　　　㈲井上興業  

源工業㈱　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ

1/20
町内小中学校地上デジタル放送対応
テレビ購入

町内 物品 18,100,000 ㈱大成電気 17,600,000 教育委員会

1/20 地上デジタルテレビ購入 町内 物品 3,420,000 ㈲深沢電器商会 3,200,000 総務課

1/20 増穂町民会館電気施設修繕工事 青柳町 電気 930,000 ㈱大成電気 895,000 教育委員会

1/20
増穂中学校給食室炊飯システム取替
工事

天神中条 機械設備 6,700,000 ㈱日新厨房企画 6,400,000 教育委員会

1/20
増穂町・鰍沢町公共施設等サイン改修
工事

増穂町・鰍沢町 土木 11,400,000 協和産業㈱ 10,980,000 総務課

1/20 庁舎保健センター外壁塗装改修工事 天神中条 塗装 3,930,000 ㈱スギタ建工 3,760,000 総務課

1/20
下水道工事に伴う舗装復旧工事（その
３）

最勝寺 舗装 9,950,000 ㈱中村建設 9,550,000 上下水道課

1/20
下水道工事に伴う舗装復旧工事（その
４）

天神中条 舗装 5,970,000 丸浜舗道㈱ 5,700,000 上下水道課

1/20 利根川公園駐車場舗装工事 小林 舗装 3,230,000 ㈱輪田道路 3,100,000 建設課

1/20 都市計画道路金手小林線舗装工事 青柳町 舗装 10,450,000 ㈱早野組 9,880,000 建設課

1/20 農道幹線２号線舗装打換工事 最勝寺 舗装 5,100,000 ㈱中村建設 4,840,000 建設課

1/20 鰍沢町教育文化会館改修工事 鰍沢町 建築 3,780,000 昭和建設工業㈱ 3,660,000 総務課

1/20
都市計画道路金手小林線道路改築工
事（２１－２）

青柳町 土木 5,780,000 源工業㈱ 5,660,000 建設課

1/20 町道戸川添１号線防護柵設置工事 最勝寺・大久保 土木 1,110,000 ㈱天満組 1,080,000 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

井上建設㈱　　　　　　　㈲井上興業  　　　　　　　大森建設㈱

源工業㈱　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　　　㈲ライズ

神田建設㈱　　　　　　　山梨ガーデン㈱　　　　　　　㈲井上興業

大森建設㈱　　　　　　　　源工業㈱　　　   　　　　　　　㈲丸信興業　

㈲ライズ

㈱邦文堂　　　　　　　　㈱正直堂　　　　　　　　㈱マルアイ産機

㈱三和商会　　　　　　　㈱マルモ

㈱邦文堂　　　　　　　　㈱正直堂　　　　　　　　㈱マルアイ産機

㈱三和商会　　　　　　　㈱マルモ

㈱伸電工業　　　　　　㈱大成電気　　           　㈲三栄電設

峡南電機㈱　　　　　　㈲深沢電器商会

株山通　　　　　　　　　㈱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

㈱小澤工務店　　　　　　　㈲一之瀬工務店               ㈲深沢建設　

㈲ほさか工務店             　石川内装　　　　　　　　　㈲石川工務店

昭和建設工業㈱

㈲井上興業　　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　　源工業㈱

㈲丸信興業　　　　　　　　　㈲ライズ

1/20 農道中田日倉線防護柵設置工事 高下 土木 470,000 ㈱井上建設 460,000 建設課

1/20 ますほ南児童クラブ外構工事 最勝寺 土木 7,100,000 神田建設㈱ 6,900,000 町民生活課

2/17 事務什器購入 増穂町・鰍沢町 委託 3,640,000 ㈱邦文堂 3,400,000 総務課

2/17 ますほ南児童クラブ物品購入 最勝寺 物品 640,000 ㈱三和商会 590,000 町民生活課

2/17 ますほ南児童クラブ電化製品購入 最勝寺 物品 790,000 ㈲深沢電器商会 760,000 町民生活課

2/17 防災行政無線装置 天神中条 物品 2,300,000 ㈱山通 2,300,000 総務課

2/17 町道仙洞田１号線道路灯設置工事 高下 電気 680,000 ㈱伸電工業 650,000 建設課

2/17 庁舎施設内装（議場）改修工事 天神中条 建築 3,170,000 石川内装 2,890,000 総務課

2/17
東川排水区第３地区雨水管渠布設工
事（２１－４）

天神中条 建設課土木 3,130,000 源工業㈱ 3,060,000

(金額はいずれも税抜きです）


