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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

㈱ＹＳＫ　e-com　　　　　　㈱カルク　　　　　　　　　　　㈱甲府情報システム

富士ゼロックス山梨㈱　　㈱トーコン・フィールドサービス甲府支店

㈲深沢電器商会　　　　　㈱大成電気　　　　　　　　　　峡南電機㈱

㈱伸電工業　　　　　　　　㈲三栄電設

㈱邦文堂　　　　　　　　　㈱正直堂　　　　　　　　　　　　㈱マルアイ産機　　

㈱三和商会　　　　　　　 ㈱長田玉夫商会　　　　　　　　㈱フジコー

㈱邦文堂　　　　　　　　　㈱正直堂　　　　　　　　　　　　㈱マルアイ産機　　

㈱三和商会　　　　　　　 ㈱長田玉夫商会　　　　　　　　㈱フジコー

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

㈲アート建築工房　　　　　㈲木村設計　　　　　　　㈱土谷設計事務所

㈱馬場設計　　　　　　　　NS建築設計事務所　　　㈱天野建築設計事務所

㈱ＹＳＫ　e-com　　　　　　㈱ディナック中日本

(財)高度映像情報センター　　　㈱山梨ニューメディアセンター

㈱トーコン・フィールドサービス甲府支店　　　㈱ワイ・シー・シー

オリジナル設計㈱山梨営業所　　　㈱東日甲府営業所

第一復建㈱山梨支店　　　㈱サンポー　　　㈱富士エンジニアリング

㈱ケイコンサルタント

杉田印刷所　　　　　　　　樋口プリンティング　　　　　　　　㈱サンニチ印刷

㈱ヨネヤ　　　　　　　　　　アメミヤ印刷

杉田印刷所　　　　　　　　樋口プリンティング　　　　　　　　㈱サンニチ印刷

㈱ヨネヤ　　　　　　　　　　アメミヤ印刷

㈱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㈱

㈱ジャクエツ環境事業　　　　　東京体器㈱　　　　　㈱コトブキ

㈱ロード　　　　　　　　　　　　　遊具診断山梨

㈲荻野造園　　　　　　　　㈱富士グリーンテック

㈱帯金造園　　　　　　　　河野造園土木㈱

㈱石原グリーン建設　　　山梨ガーデン㈱

10/6
かじかざわ児童センターパソコン機器
購入

鰍沢

10/6
小型動力ポンプ付積載車(第７分団第３
部)購入

物品 700,000 ㈱ＹＳＫ　ｅ-ｃｏｍ 488,000 子育て支援課

10/6 かじかざわ児童センター電化製品購入 鰍沢 物品 2,770,000 ㈱大成電気 2,750,000 子育て支援課

10/6
かじかざわ児童センター備品(机・椅子
類)購入

鰍沢 物品 3,820,000 ㈱邦文堂 3,200,000 子育て支援課

10/6
かじかざわ児童センター備品(その他)
購入

鰍沢 物品 4,540,000 ㈱マルアイ産機 4,076,000 子育て支援課

天神中条 物品 7,670,000
㈲中村ポンプ工作
所

7,620,000 総務課

10/6
駅前公民館建設工事設計・監理業務委
託

駅前 委託 1,670,000 ＮＳ建築設計事務所 980,000 教育委員会

10/27
公共施設光ケーブル引込工事設計監
理業務委託

町内 委託 1,300,000
(財)高度映像情報セ
ンター

1,150,000 企画課

10/27
富士川町公共下水道事業変更認可申
請図書作成業務委託

最勝寺 委託 3,590,000
オリジナル設計㈱
山梨営業所

3,500,000 上下水道課

10/27 広報ふじかわ綴りファイル作成業務 天神中条 委託 1,250,000 ㈱サンニチ印刷 873,600 企画課

10/27
富士川町くらしのカレンダー綴りマグ
ネット付きファイル作成業務

天神中条 委託 2,640,000 ㈱サンニチ印刷 1,855,000 企画課

10/27 都市計画道路金手小林線舗装工事 青柳町 工事 19,800,000 ㈱早野組 18,800,000 建設課

10/27 増穂小学校スカイネット改修工事 最勝寺 工事 2,230,000 遊具診断山梨 1,560,500 教育委員会

10/27 鰍沢公民館跡地植栽工事 鰍沢 工事 3,380,000 ㈱帯金造園 3,300,000 子育て支援課

(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

源工業㈱　　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　　　　　㈲ライズ

㈲川口工務所　　　　　　　　㈱加藤建設

源工業㈱　　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　　　　　㈲ライズ

㈲川口工務所　　　　　　　　㈱加藤建設　　　　　　　　　　㈱柳沢建設

㈱フカサワ

源工業㈱　　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　　　　　㈲ライズ

㈲川口工務所　　　　　　　　㈱加藤建設　　　　　　　　　　㈱柳澤建設

㈱フカサワ

山梨ガーデン㈱　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈱柳澤建設

㈲井上興業　　　　　　　　㈱フカサワ　　　　　　　　　　大森建設㈱

山梨ガーデン㈱　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈱柳澤建設

㈲井上興業　　　　　　　　㈱フカサワ　　　　　　　　　　大森建設㈱

山梨ガーデン㈱　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈱柳澤建設

㈲井上興業　　　　　　　　㈱フカサワ　　　　　　　　　　大森建設㈱

㈱柳澤建設　　　　　　　　㈲井上興業　　　　　　　　　㈱フカサワ

㈱天満組　　　　　　　　　神田建設㈱　　　　　　　　　栄建設工業㈱　

㈱巽建設　　　　　　　　　鶴田組建設㈲

㈲梶本管工　　　　　　　　依田ポンプ㈲　　　　　　　　　㈲入倉鉄工所

㈲長沢水道　　　　　　　　㈲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

㈲長沢水道　　　　　　　　㈲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

㈲長沢水道　　　　　　　　㈲石井住宅設備　　　　　　　㈲井上設備工業

㈱大久保管工　　　　　　高橋商事㈲

㈱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

富士ゼロックス山梨㈱　　　　　

キャノンシステムアンドサポート㈱甲信営業部甲府営業所

リコージャパン㈱関東営業本部山梨支社

㈱早野組　　　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　　　　　㈱中村建設　　

㈱輪田道路　　　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　　　　高野工業㈱

日東建設㈱

10/27 増穂小学校大型滑り台改修工事 最勝寺 工事 700,000 源工業㈱ 686,000 教育委員会

10/27 町道小柳川長知沢線舗装工事 鰍沢 工事 1,680,000 ㈱柳澤建設 1,620,000 建設課

10/27 駅前道路改修工事 駅前１丁目 工事 1,140,000 ㈲川口工務所 1,110,000 建設課

10/27
東川排水区第４地区雨水管渠布設工
事(22-1)

青柳町 工事 6,920,000 ㈱柳澤建設 6,760,000 建設課

10/27
東川排水区第３地区雨水管渠布設工
事(22-2)

青柳町 工事 4,980,000 ㈱柳澤建設 4,850,000 建設課

10/27 東田６号線道路整備工事 鰍沢 工事 5,530,000 ㈱フカサワ 5,420,000 子育て支援課

10/27
長沢汚水幹線31-2-22-7号管布設工
事

天神中条 工事 14,200,000 ㈱巽建設 13,900,000 上下水道課

10/27 土録地内地上式消火栓設置工事 小室 工事 510,000 高橋商亊㈲ 498,000 上下水道課

10/27 大椚251-2番地地上式消火栓設置工事 大椚 工事 600,000 ㈲石井住宅設備 579,000 上下水道課

10/27
小林1960-1番地地上式消火栓設置工
事

小林 工事 540,000 ㈱大久保管工 520,000 上下水道課

11/15 公共施設清掃業務委託 町内 委託 1,360,000 ㈱三友 633,540 財政課

11/15 かじかざわ児童センター複合機購入 鰍沢 物品 570,000
富士ゼロックス山梨
㈱

290,000 子育て支援課

11/15 町内路線舗装工事 町内 工事 10,650,000 新津建設㈱ 10,100,000 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

㈱早野組　　　　　　　　　　　丸浜舗道㈱　　　　　　　　　　　㈱中村建設　　

㈱輪田道路　　　　　　　　　新津建設㈱　　　　　　　　　　　高野工業㈱

日東建設㈱

㈱ロード　　　　　　　　　　　　㈱甲陽　　　　　　　　　　　　大面建設㈱

協和産業㈱　　　　　　　　　　㈱道路企画

㈱坂本建運　　　　　　　　㈱ダスラップサービス　　　　　　　　エコワークス㈱

㈱早野組　　　　　　　　　　三井建設工業㈱　　　　　　　　　　昭和建設工業㈱

㈱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

㈲一之瀬工務店　　　　　　㈱小澤工務店　　　　　　　　　㈲深沢建設

㈲石川工務店　　　　　　　昭和建設工業㈱

山梨ガーデン㈱　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈱柳澤建設

㈲井上興業　　　　　　　　㈱フカサワ　　　　　　　　　　大森建設㈱

㈲川口工務所

山梨ガーデン㈱　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈱柳澤建設

㈲井上興業　　　　　　　　㈱フカサワ　　　　　　　　　　大森建設㈱

山梨ガーデン㈱　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈱柳澤建設

㈲井上興業　　　　　　　　㈱フカサワ　　　　　　　　　　大森建設㈱

栄建設工業㈱　　　　　　　鶴田組建設㈲

井上建設㈱　　　　　　　　　㈱依田組　　　　　　　　　　　㈱天満組

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

㈱巽建設　　　　　　　　　　 鶴田組建設㈲　　　　　　　

㈱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

杉田印刷所　　　　　　　　㈱サンニチ印刷　　　　　　　㈱ケイ・トゥー・ワン

樋口プリンティング　　　　アメミヤ印刷

日本フィールド・エンジニアリング㈱山梨支社　　㈱エヌエチケイアイテック甲府事業所　　　

東日本電信電話㈱山梨支店　　　　NECネッツエスアイ㈱甲府営業所　　

㈱関電工山梨支店　　㈱きんでん甲府営業所　　中楯電気㈱

11/15 町道金手小林２号線舗装工事 長沢 工事 25,800,000 ㈱中村建設 24,500,000 建設課

11/15 町道区画線設置工事 町内 工事 1,980,000 大面建設㈱ 1,890,000 建設課

11/15 鰍沢公民館解体工事 鰍沢 工事 12,500,000
㈱ダスラップサービ
ス

12,000,000 子育て支援課

11/15
町営住宅梅林団地他７団地火災報知
機設置工事

町内 工事 910,000 ㈲三栄電設 860,000 建設課

11/15
町営梅林第２団地他４団地地上デジタ
ル放送対応ＴＶ受信設備改修工事

町内 工事 2,550,000 ㈲深沢電器商会 2,448,000 建設課

11/15 町営バス鹿島バス停待合所設置工事 鹿島 工事 1,460,000 ㈲一之瀬工務店 1,400,000 町民生活課

11/15 耐震性防火水槽設置工事 十谷 工事 6,960,000 ㈲川口工務所 6,860,000 総務課

11/15 大久保児童公園他施設整備工事 町内 工事 6,800,000 山梨ガーデン㈱ 6,650,000 建設課

11/15 鰍沢公民館跡地駐車場整備工事 鰍沢 工事 11,000,000 栄建設工業㈱ 10,750,000 子育て支援課

11/15 東川付け替え工事(22-2) 青柳町 工事 29,250,000 ㈱天満組 28,600,000 建設課

12/21 公共施設清掃業務委託(22-2) 町内 委託 820,000
㈱ダスラップサービ
ス

660,000 財政課

12/21 子育て支援ガイドブック作成業務委託 天神中条 委託 750,000 ㈱サンニチ印刷 398,000 子育て支援課

12/21 公共施設光ケーブル引込工事 町内 工事 12,700,000 中楯電気㈱ 9,524,000 企画課

(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

㈱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㈱

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

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

山梨ガーデン㈱　　　　　　㈱三興建設　　　　　　　　　㈱柳澤建設

㈲井上興業　　　　　　　　 ㈱フカサワ　　　　　　　　　　大森建設㈱

井上建設㈱　　　　　　　　　㈱依田組　　　　　　　　　　　㈱天満組

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

㈱巽建設　　　　　　　　　　 鶴田組建設㈲　　　　　　　

㈱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　　　疾測量㈱          ㈱六測　　　　　

日新測量㈱

㈱内外　　　　　　　　　　協和産業㈱　　　　　　　　㈱三正興産

中楯電気㈱　　　　　　　日本電子サービス㈱

㈱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㈱

㈲梶本管工　　　　　　　　依田ポンプ㈲　　　　　　　　　㈲入倉鉄工所

㈲長沢水道　　　　　　　　㈲石井住宅設備　　　　　　　㈲井上設備工業

㈱大久保管工　　　　　　高橋商事㈲

源工業㈱　　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　　　　　㈲ライズ

㈲川口工務所　　　　　　　　㈱加藤建設

源工業㈱　　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　　　　　㈲ライズ

㈲川口工務所　　　　　　　　㈱加藤建設

12/21
雇用促進住宅(増穂第二)駐車場舗装
工事

青柳町 工事 18,400,000 丸浜舗道㈱ 17,500,000 建設課

12/21 鰍沢福祉センター屋根改修工事 鰍沢 工事 7,560,000 昭和建設工業㈱ 7,300,000 福祉保健課

12/21 駅前公民館新築工事 駅前 工事 17,000,000 ㈱小澤工務店 16,900,000 教育委員会

12/21 町道長沢青柳線水路改修工事 長沢 工事 8,400,000 大森建設㈱ 8,100,000 建設課

12/21 東川付け替え工事(22-3) 青柳町 工事 46,200,000 井上建設㈱ 45,300,000 建設課

1/13
町道青柳長沢線用地調査測量業務委
託

長沢 委託 5,400,000
㈱ケイ・データエン
ジニア

5,300,000 建設課

1/13
都市計画道路金手小林線信号機設置
工事

青柳町 工事 9,800,000 ㈱内外 9,150,000 建設課

1/13
都市計画道路金手小林線交差点舗装
工事

青柳町 工事 11,900,000 高野工業㈱ 11,400,000 建設課

1/13
下水道工事に伴う舗装復旧工事(その
1)

最勝寺・天神中
条

工事 10,400,000 輪田道路㈱ 9,950,000 上下水道課

1/13
下水道工事に伴う舗装復旧工事(その
2)

舂米・小林 工事 8,750,000 日東建設㈱ 8,400,000 上下水道課

1/13 富士川町簡易水道配水管布設工事 駅前 工事 5,850,000 ㈲長沢水道 5,670,000 上下水道課

1,303,0001/13 下水道施設修繕工事 町内

㈲川口工務所

工事 1,330,000 源工業㈱

3,220,000

上下水道課

1/13 十谷プール解体・整備工事 十谷 教育委員会工事 3,280,000

(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

井上建設㈱　　　　　　　　　㈱依田組　　　　　　　　　　　㈱天満組

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

㈱巽建設　　　　　　　　　　 鶴田組建設㈲　　　　　　　

遠藤石材店　　　　　　　　　㈲石のエキスパート秀石　　

㈱小野石材店　　　　　　　 ㈲芦澤石材店

㈱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㈱

源工業㈱　　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　　　　　㈲ライズ

㈱加藤建設                      ㈱三興建設

源工業㈱　　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　　　　　㈲ライズ

㈲川口工務所　　　　　　　　㈱加藤建設

源工業㈱　　　　　　　　　　　㈲丸信興業　　　　　　　　　　㈲ライズ

㈲川口工務所　　　　　　　　㈱加藤建設

井上建設㈱　　　　　　　　　㈱依田組　　　　　　　　　　　㈱天満組

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

㈱巽建設　　　　　　　　　　 鶴田組建設㈲　　　　　　　　大森建設㈱　　　　　

㈱三和リース　　　　　　　　㈱ナガワ甲府営業所　　　　㈱三和商会

㈱正直堂                        ㈱邦文堂　　　　　  　　　　　㈱マルモ

㈱萩原ボーリング　　　　　岩間井戸工業㈱　　　　　　㈱サクセン山梨

㈱中込ボーリング　　　　　㈱山梨ボーリング　　　　　㈱山梨地質

大栄設備㈱　　　　　　　　　甲府冷暖工業㈱　　　　　　雨宮工業㈱

富士冷暖㈱　　　　　　　　　㈱東京日立山梨支社　　　明和工業㈱

㈱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㈱

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

井上建設㈱　　　　　　　　　㈱依田組　　　　　　　　　　　㈱天満組

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

㈱巽建設　　　　　　　　　　 鶴田組建設㈲　　　　　　　

建設課工事 194,200,000 井上建設㈱ 190,000,0003/7
東川付替え及び流域下水道管布設替
え工事

青柳町

35,800,000 福祉保健課

福祉保健課5,900,000

3/7
鰍沢デイサービスセンター及びかじか
の湯改修工事(建築主体)

鳥屋 工事 36,400,000 大森建設㈱

工事 6,140,000 五光電工㈱3/7
鰍沢デイサービスセンター及びかじか
の湯改修工事(電気設備)

鳥屋

8,770,0003/7
鰍沢デイサービスセンター及びかじか
の湯改修工事(機械設備)

鳥屋 工事 11,700,000 雨宮工業㈱ 福祉保健課

福祉保健課工事 14,680,000 ㈱萩原ボーリング 13,930,0003/7 かじかの湯温泉孔内改修工事 鳥屋

1,630,0003/7 リサイクルステーション設置工事 町内 工事 2,070,000 ㈱三和リース 町民生活課

総務課工事 27,600,000 大森建設㈱ 26,770,0002/16 小室地区ヘリポート整備工事 小室

628,000 上下水道課

建設課1,970,000

2/16
耐震貯水槽給水室マンホール取替工
事

最勝寺 工事 640,000 源工業㈱

工事 2,020,000 ㈲ライズ2/16 町道利根川添１号線外水路改修工事 天神中条

945,0002/16 農地災害復旧工事（平林）1/368 平林 工事 970,000 ㈱三興建設 農林振興課

町民生活課委託 930,000 ㈱メイキョー 900,0002/16 町内河川・井戸水質調査業務委託 町内

2,140,0001/13 富士川町民憲章碑製作設置工事 天神中条 工事 2,580,000 ㈲芦澤石材店 企画課

建設課工事 45,700,000 神田建設㈱ 44,700,0001/13 東川付け替え工事(22-4) 青柳町

(金額はいずれも税抜きです）
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㈱オーツヤ測量　　　　　　㈱川口測量設計　　　　　　㈲グローバルエンジニア

㈱六測　　　　　　　　　　　　㈱ケイ・データエンジニア　

　　　　　　

3,200,000 農林振興課3/24
青柳町、大椚地区境界修正に伴う測量
業務委託

青柳町、大椚 委託 3,280,000
㈱ケイ・データエン
ジニア

(金額はいずれも税抜きです）


