
入札日 工事名・件名 場所 工種
予定価格（円）

(税抜）
落札者

落札金額（円）
（税抜）

落札率（%）
　　B/A

担当課 備考

㈲一之瀬工務店 ㈱小澤工務店

㈲深沢建設 ㈲文殊堂 神田建設㈱

井上建設㈱ ㈱依田組 ㈱甲州土木

㈱天満組 山梨ガーデン㈱ 神田建設㈱

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

越健産業㈱ ㈱ヤマゲン ㈱サトー交易

㈱しのはらポリエチレン ㈱マルト ㈱オオキ オザックス㈱山梨営業所

㈱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　山梨検査
所

㈱静環検査センター 甲府支店 環境未来㈱　山梨検査センター

㈱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　山梨検査
所

㈱静環検査センター 甲府支店 環境未来㈱　山梨検査センター

㈱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　山梨検査
所

㈱静環検査センター 甲府支店 環境未来㈱　山梨検査センター

三和航測㈱　甲信支社 ㈱パスコ　山梨支店 朝日航洋㈱　埼玉支店

国際航業㈱　山梨営業所 ㈱大輝　山梨支店 ㈱東日　甲府営業所

㈲アート建築工房 ㈲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 綜合建築設計事務所

㈲アート建築工房 ㈲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 綜合建築設計事務所

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

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

㈲アート建築工房 ㈲木村設計

ＮＳ建築設計事務所 ㈱雨宮建築設計事務所 綜合建築設計事務所

三和航測㈱　甲信支社 ㈱パスコ　山梨支店

㈱大輝　山梨支店 ㈱東日　甲府営業所 ㈱フジヤマ　山梨営業所

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

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

山梨ガーデン㈱ 神田建設㈱

㈱三興建設 ㈲井上興業 源工業㈱

山梨ガーデン㈱ ㈲井上興業

鶴田組建設㈲ ㈲川口工務所 源工業㈱

5/15

5/15

6/22

6/22

6/22

6/22

6/22

6/22

4/19

4/19

4/19

4/19

4/19

4/19

5/15

5/15

5/15

指名業者

町有住宅鰍沢団地屋上防水修繕
工事

鰍沢 工事 2,590,000 ㈲文殊堂 2,490,000 96.144/19 都市整備課

東川拡幅工事(29—2) 青柳町 工事 90,460,000 井上建設㈱ 90,000,000 99.49 都市整備課

99.39 生涯学習課

可燃用指定ごみ袋購入 青柳町 物品 5,800,000 オザックス㈱山梨営業所 4,920,000 84.83 町民生活課

富士川ふれあいスポーツ公園維持
管理業務委託

鰍沢 委託 3,300,000 山梨ガーデン㈱ 3,280,000

98.32 上下水道課

簡易水道水質検査業務委託 富士川町 委託 6,250,000 (一社)山梨県食品衛生協会 6,112,000 97.79 上下水道課

給水栓等水質検査業務委託 富士川町 委託 3,640,000 (一社)山梨県食品衛生協会 3,579,000

91.28 上下水道課

富士川町管内図修正業務委託 富士川町 委託 4,470,000 三和航測㈱甲信支社 4,200,000 93.96 都市整備課

営農飲雑用水水質検査業務委託 富士川町 委託 975,000
環境未来㈱　山梨検査セン

ター
890,000

74.55 生涯学習課

富士川町ますほ児童センター解体
工事等設計業務委託

小林 委託 1,430,500 ㈲アート建築工房 960,000 67.11 子育て支援課

富士川町町民体育館解体工事等
設計業務委託

小林 委託 1,475,500 綜合建築設計事務所 1,100,000

99.00 都市整備課

富士川親水公園芝生管理業務委
託

青柳町 委託 1,590,000 山梨ガーデン㈱ 1,570,000 98.74 都市整備課

利根川公園外緑地維持管理業務
委託

富士川町 委託 6,010,000 山梨ガーデン㈱ 5,950,000

72.58 管財課

富士川町都市計画基礎調査業務
委託

富士川町 委託 1,990,000 三和航測㈱甲信支社 1,900,000 95.48 都市整備課

特殊建築物等定期調査及び特定
建築設備等定期検査報告業務委

託
富士川町 委託 2,480,000 ㈲アート建築工房 1,800,000

96.49 土木整備課

道路植樹帯保守管理業務委託 富士川町 委託 2,300,000 ㈱石原グリーン建設 2,300,000 100.00 土木整備課

利根川河川公園芝生他管理業務
委託

大久保・ 米 委託 1,140,000 山梨ガーデン㈱ 1,100,000

97.32 教育総務課

鰍沢汚水枝線33-30-1号管布設工
事

最勝寺 工事 2,350,000 源工業㈱ 2,300,000 97.87 上下水道課

増穂中学校弓道場防矢ネット改修
工事

天神中條 工事 1,490,000 山梨ガーデン㈱ 1,450,000
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入札日 工事名・件名 場所 工種
予定価格（円）

(税抜）
落札者

落札金額（円）
（税抜）

落札率（%）
　　B/A

担当課 備考指名業者

㈲井上興業 鶴田組建設㈲

㈲川口工務所 ㈱望
㈲ライズ
辞退

栄建設工業㈱ ㈱フカサワ 鶴田組建設㈲

㈲川口工務所 源工業㈱
㈲ライズ
辞退

栄建設工業㈱ ㈱三興建設 ㈲井上興業

㈱柳澤建設 ㈱フカサワ 源工業㈱

㈱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㈱

㈲梶本管工
依田ポンプ㈲
辞退

㈲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㈲
辞退

㈲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㈲

㈱土谷設計事務所 ㈱雨宮建築設計事務所 ㈱進藤設計事務所

綜合建築設計事務所 ㈱山形一級建築士事務所 ㈲竜巳一級建築設計事務所

オリジナル設計㈱　山梨事務所 ㈱白岩設計　山梨事務所
㈱三水コンサルタント　山梨事
務所

日本水工設計㈱　山梨事務所 冨洋設計㈱　山梨営業所 ㈱ＮＪＳ　山梨出張所

オリジナル設計㈱　山梨事務所 ㈱白岩設計　山梨事務所
㈱三水コンサルタント　山梨事
務所

日本水工設計㈱　山梨事務所
㈱東洋設計事務所　山梨出張
所

日本会計コンサルティング㈱

㈲梶本管工
依田ポンプ㈲
辞退

㈲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㈲
辞退

㈲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㈲

㈱ダスラップサービス エコワークス㈱
湯澤工業㈱
辞退

㈱坂本建運 羽黒工業㈱ 矢崎興業㈱

㈲木村設計 ㈱馬場設計

ＮＳ建築設計事務所 ㈱雨宮建築設計事務所 綜合建築設計事務所

㈱ケイ・データエンジニア ㈱富士エンジニアリング

日新測量㈱ ㈱共和測量 望月測量設計㈱

第一復建㈱　山梨支店 オリジナル設計㈱　山梨事務所
㈱三水コンサルタント　山梨事
務所

日本水工設計㈱　山梨事務所
㈱日本水道設計社　甲府営業
所

㈱東日　甲府営業所

㈱富士川クリーン 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 ㈱山梨施設管理

㈱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 ㈱ジオ技研

㈱フカサワ 鶴田組建設㈲

㈲川口工務所 ㈱望
㈲ライズ
　辞退

7/10

7/10

7/10

7/24

7/24

7/24

7/24

7/24

7/24

6/22

6/22

6/22

6/22

6/22

6/22

7/10

7/10

7/10

6/22 98.21 土木整備課

町道新道線防護柵改修工事 鰍沢 工事 1,490,000 栄建設工業㈱ 1,460,000 97.99 土木整備課

農道大森１号線外水路改修工事 天神中條・ 米 工事 1,680,000 ㈲井上興業 1,650,000

98.29 子育て支援課

町道泊平矢川1号線舗装打換工事 小室 工事 7,140,000 ㈱丸美建設工業 6,850,000 95.94 土木整備課

第4保育所駐車場整備工事 青柳町 工事 7,020,000 源工業㈱ 6,900,000

96.04 土木整備課

町内学校トイレ洋式化改修工事 最勝寺 工事 1,631,000 高橋商事㈲ 1,598,000 97.98 教育総務課

町道最勝寺小林1号線舗装打換工
事

最勝寺 工事 9,350,000 新津建設㈱ 8,980,000

96.71 福祉保健課

富士川町学校給食センター実施設
計業務委託

小林 委託 22,100,000 綜合建築設計事務所 21,400,000 96.83 教育総務課

地域健康福祉センターデイルーム
空調機設置工事

長澤 工事 2,854,000 ㈲石井住宅設備 2,760,000

95.34 上下水道課

富士川町簡易水道経営戦略策定
業務委託

富士川町 委託 3,420,000 日本会計コンサルティング 2,100,000 61.40 上下水道課

富士川町流域関連公共下水道全
体計画見直し及び都市計画決定図

書作成業務委託
富士川町 委託 4,720,000

オリジナル設計㈱　山梨事務
所

4,500,000

96.94 上下水道課

中部区鹿島地内配水管布設替工
事（4工区）

鹿島 工事 10,730,000 ㈱大久保管工 10,400,000 96.92 上下水道課

中部区鹿島地内配水管布設替工
事（3工区）

鹿島 工事 5,230,000 ㈲井上設備工業 5,070,000

97.24 都市整備課

増穂南小学校飛散防止フィルム貼
工事設計業務委託

小室 委託 810,000 NS建築設計事務所 700,000 86.42 教育総務課

町営殿原団地H棟・K棟解体工事 最勝寺 工事 14,500,000 ㈱ダスラップサービス 14,100,446

95.93 土木整備課

富士川町下水道台帳作成業務委
託

富士川町 委託 4,040,000
オリジナル設計㈱　山梨事務

所
4,000,000 99.01 上下水道課

リニア髙下工事用道路に伴う補償
算定業務委託

髙下 委託 1,720,000 ㈱ケイ・データエンジニア 1,650,000

94.08 産業振興課

かじかの湯温泉井戸孔内改修工事 鳥屋 工事 14,990,000 ㈱萩原ボーリング 14,650,000 97.73 産業振興課

かじかの湯浄化槽内改修工事 鳥屋 工事 1,690,000 ㈱クリーンライフ 1,590,000

98.05 土木整備課十谷大堰水路改修工事 十谷 工事 1,540,000 ㈲川口工務所 1,510,000
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入札日 工事名・件名 場所 工種
予定価格（円）

(税抜）
落札者

落札金額（円）
（税抜）

落札率（%）
　　B/A

担当課 備考指名業者

井上建設㈱ 鶴田組建設㈲

㈲川口工務所 ㈱望
㈲ライズ
　辞退

㈱三興建設 鶴田組建設㈲

㈲川口工務所 ㈱望
㈲ライズ
　辞退

㈲井上興業 鶴田組建設㈲

㈲川口工務所 ㈱望
㈲ライズ
　辞退

神田建設㈱ 鶴田組建設㈲

㈲川口工務所 ㈱望
㈲ライズ
　辞退

㈱小澤工務店 ㈲一之瀬工務店 ㈲深沢建設

㈲文殊堂 昭和建設工業㈱ 神田建設㈱ 源工業㈱

井上建設㈱ ㈱依田組 ㈱甲州土木

㈱天満組 山梨ガーデン㈱ 神田建設㈱ ㈲井上興業

井上建設㈱ ㈱依田組 ㈱甲州土木

㈱天満組 山梨ガーデン㈱ 神田建設㈱ ㈲井上興業

井上建設㈱ ㈱依田組 ㈱甲州土木

㈱天満組 山梨ガーデン㈱ 神田建設㈱

㈱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㈱ ㈱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㈱

8/21 町民交流広場整備工事 鰍沢 工事 151,080,000
山梨ガーデン・鶴田組建設共

同企業体
148,000,000 97.96 山梨ガーデン・鶴田組建設ＪＶ 富士急建設・依田組ＪＶ 都市整備課 一般競争

8/7
トレーニング室用ランニングマシン

購入
青柳町 物品 1,056,000 神山スポーツ 1,048,000 99.24 東京体器㈱ コウノスポーツ　竜王店 神山スポーツ 生涯学習課

三和防災㈱ ㈲中村ポンプ工作所

東八防災㈱ ㈱三和リース ㈲ヤマト商事

樋口プリンティング　無効 杉田印刷所

㈱サンニチ印刷 ㈱峡南堂印刷所 ㈱少國民社

8/7
森林経営計画に伴う町有林現地調

査業務委託
富士川町 委託 1,060,128 峡南森林組合 1,059,000 99.89 峡南森林組合

(一財)山梨県森林土木コンサル
タント

㈱ケイコンサルタント 管財課

㈲梶本管工 依田ポンプ㈲　辞退 ㈲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㈲

㈲深沢電器商会 ㈲三栄電設 ㈱伸電工業

㈱大成電気 名大電気工事㈲　辞退 五光電工㈱

7/24

7/24

7/24

8/7

8/7

8/7

8/7

7/24

7/24

7/24

7/24

7/24

7/24

7/24

7/24

7/24

林道箱平線舗装工事 髙下 工事 1,660,000 井上建設㈱ 1,600,000 96.39 土木整備課

97.90 土木整備課

林道北山線舗装工事 米 工事 1,300,000 ㈲井上興業 1,270,000 97.69 土木整備課

町道平林伊奈ヶ湖線道路改良工事 平林 工事 2,380,000 ㈱三興建設 2,330,000

98.10 土木整備課

かじかの湯男性サウナ室床壁及び
男女露天風呂日よけ柱改修工事

鳥屋 工事 3,020,000 ㈲文殊堂 2,900,000 96.03 産業振興課

町道最勝寺2号線水路改修工事 最勝寺 工事 1,580,000 神田建設㈱ 1,550,000

98.21 上下水道課

小林汚水枝線30-30-3号管布設工
事

米 工事 17,970,000 ㈲井上興業 17,600,000 97.94 上下水道課

小林汚水枝線30-30-2号管布設工
事

小林 工事 13,440,000 神田建設㈱ 13,200,000

98.39 土木整備課

町道馬門1号線舗装打換工事 最勝寺 工事 10,070,000 高野工業㈱ 9,700,000 96.33 土木整備課

リニア髙下工事用道路整備工事 髙下 工事 63,520,000 井上建設㈱ 62,500,000

96.28 土木整備課

町道大椚長沢2号線舗装打換工事 大椚 工事 4,930,000 ㈱中村建設 4,700,000 95.33 土木整備課

町道利根川公園1号線舗装打換工
事

小林 工事 9,950,000 ㈱早野組 9,580,000

96.19 土木整備課

災害備蓄品購入（備蓄食料） 富士川町 物品 1,734,000 東八防災㈱ 1,506,600 86.89 防災課

富士川西部広域農道舗装打換工
事

米 工事 4,990,000 丸浜舗道㈱ 4,800,000

93.52 政策秘書課

大椚大久保線配水管布設工事 長澤 工事 3,420,000 ㈲梶本管工 3,300,000 96.49 上下水道課

富士川町第二次総合計画計画書
及び概要版印刷業務委託

天神中條 委託 640,000 ㈱少國民社 598,500

98.43 生涯学習課
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 5,080,000 ㈲深沢電器商会 5,000,000
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入札日 工事名・件名 場所 工種
予定価格（円）

(税抜）
落札者

落札金額（円）
（税抜）

落札率（%）
　　B/A

担当課 備考指名業者

神田建設㈱ 鶴田組建設㈲ ㈲川口工務所

源工業㈱ ㈱望 ㈲ライズ　辞退

神田建設㈱ 鶴田組建設㈲ ㈲川口工務所

源工業㈱ ㈱望 ㈲ライズ　辞退

㈱柳澤建設 鶴田組建設㈲ ㈲川口工務所

源工業㈱ ㈱望 ㈲ライズ　辞退

8/21 町有地分筆測量業務委託 最勝寺 委託 500,000 ㈱ケイ・データエンジニア 480,000 96.00 ㈱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 都市整備課

㈱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 ㈱オーツヤ測量 ㈱エスティ設計

㈱ケイコンサルタント ㈱川口測量設計 ㈲グローバルエンジニア

㈱サンポー ㈱富士エンジニアリング ㈱ブレーンズ

㈱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㈱

㈱大輝　山梨支店 三和航測㈱　甲信支社

㈱パスコ　山梨支店 国際航業㈱　山梨営業所 ㈱ブレーンズ

㈲梶本管工 依田ポンプ㈲　辞退 ㈲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㈱ ㈱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

井上建設㈱ ㈱依田組　辞退 ㈱甲州土木　辞退

㈱天満組 山梨ガーデン㈱ 神田建設㈱

井上建設㈱ ㈱依田組　辞退 ㈱甲州土木　辞退

㈱天満組 山梨ガーデン㈱ 神田建設㈱

井上建設㈱ ㈱依田組 ㈱甲州土木　辞退

㈱天満組 山梨ガーデン㈱ 神田建設㈱ ㈱フカサワ

井上建設㈱ ㈱依田組　辞退 ㈱甲州土木　辞退

㈱天満組 山梨ガーデン㈱ 神田建設㈱

㈱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㈱

オリジナル設計㈱　山梨事務所 ㈱白岩設計　山梨事務所

㈱三水コンサルタント　山梨事
務所

日本水工設計㈱　山梨事務所
㈱東洋設計事務所　山梨出張
所

㈱パスコ　山梨支店 朝日航洋㈱　埼玉支店

国際航業㈱　山梨営業所 ㈱フジヤマ　山梨営業所 国土情報開発㈱

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
環境管理開発㈱
辞退

㈱山梨施設管理 ㈱山梨環境サービス

㈱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㈱

8/21

8/21

8/21

8/21

8/21

9/26

9/26

9/26

9/26

8/21

8/21

8/21

8/21

8/21

8/21

8/7

8/7

8/7

増穂小学校ブロック塀等撤去改修
工事

最勝寺 工事 3,090,000 ㈱望 3,000,000 97.09 教育総務課

97.92 教育総務課

町有住宅鰍沢団地ブロック塀撤去
改修工事

鰍沢 工事 2,070,000 鶴田組建設㈲ 2,020,000 97.58 都市整備課

増穂中学校ブロック塀等撤去改修
工事

天神中條 工事 2,880,000 源工業㈱ 2,820,000

94.70 産業振興課

町道青柳９号線道路測量設計業務
委託

青柳町 委託 5,700,000 ㈱川口測量設計 5,700,000 100.00 土木整備課

十谷大型バス駐車場測量調査業
務委託

十谷 委託 2,640,000 ㈲グローバルエンジニア 2,500,000

91.23 土木整備課

土砂災害・洪水ハザードマップ作成
業務委託

富士川町 委託 4,630,000 ㈱パスコ　山梨支店 4,300,000 92.87 防災課

富士川町橋梁定期点検業務委託 富士川町 委託 11,510,000 ㈱サンポー 10,500,000

96.80 上下水道課

富士川町児童センター園庭整備工
事

最勝寺 工事 9,280,000 山梨ガーデン㈱ 9,120,000 98.28 子育て支援課

平林簡易水道本管漏水修繕工事 平林 工事 1,250,000 ㈲入倉鉄工所 1,210,000

98.18 子育て支援課

鰍沢汚水枝線33-30-4号管布設工
事

最勝寺 工事 17,260,000 ㈱天満組 16,900,000 97.91 上下水道課

富士川町児童センター外構工事 最勝寺 工事 42,270,000 神田建設㈱ 41,500,000

98.76 上下水道課

町道仙洞田1号線（八幡隧道）修繕
工事

髙下 工事 29,310,000 井上建設㈱ 28,800,000 98.26 土木整備課

富士川町下水道施設耐震化工事 鰍沢 工事 28,250,000 ㈱フカサワ 27,900,000

96.15 土木整備課

東川配水管橋梁添架実施設計業
務委託

青柳町 委託 2,600,000
オリジナル設計㈱　山梨事務

所
2,500,000 96.15 上下水道課

町道長沢青柳線舗装打換工事 長澤 工事 2,340,000 ㈱輪田道路 2,250,000

94.31 産業振興課

公共下水道管渠清掃・テレビ調査
業務委託

富士川町 委託 5,430,000 クリーンヘルス㈱ 5,180,000 95.40 上下水道課

富士川町林地台帳作成業務委託 富士川町 委託 4,920,000 ㈱パスコ　山梨支店 4,640,000

91.67 上下水道課第１水源試掘調査業務委託 最勝寺 委託 6,000,000 ㈱萩原ボーリング 5,500,000

協議随契
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入札日 工事名・件名 場所 工種
予定価格（円）

(税抜）
落札者

落札金額（円）
（税抜）

落札率（%）
　　B/A

担当課 備考指名業者

神田建設㈱
辞退

㈱ダスラップサービス

㈲峡南環境サービス ㈲リサイクル エコワークス㈱

㈲梶本管工
依田ポンプ㈲
辞退

㈲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㈲
辞退

㈲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㈱

㈱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㈱

栄建設工業㈱ ㈱三興建設 ㈲井上興業

㈱柳澤建設 ㈱フカサワ 鶴田組建設㈲

㈲一之瀬工務店 ㈱小澤工務店 ㈲深沢建設 ㈲文殊堂

昭和建設工業㈱
神田建設㈱
辞退

源工業㈱ 日経工業㈱

㈲一之瀬工務店 ㈱小澤工務店 ㈲深沢建設

㈲文殊堂 昭和建設工業㈱
神田建設㈱
辞退

源工業㈱

井上建設㈱
㈱依田組
辞退

㈱甲州土木
辞退

㈱天満組 山梨ガーデン㈱
神田建設㈱
辞退

9/26

9/26

9/26

9/26

9/26

9/26

9/26

9/26

9/26

町営西之入団地　住宅解体工事 最勝寺 工事 2,920,000 ㈲峡南環境サービス 2,762,000 94.59 都市整備課

96.76 上下水道課

町道小林1号線配水管布設工事 小林 工事 6,250,000 高橋商事㈲ 6,100,000 97.60 上下水道課

高区送水管布設工事 最勝寺 工事 1,850,000 ㈲長澤水道 1,790,000

96.66 土木整備課

下水道工事に伴う舗装復旧工事 最勝寺 工事 15,580,000 日東建設㈱ 14,950,000 95.96 上下水道課

町道舂米小林5号線舗装打換工事 小林 工事 4,190,000 ㈱輪田道路 4,050,000

98.30 土木整備課

まほらの湯源泉槽改修工事 長澤 工事 4,330,000 日経工業㈱ 4,150,000 95.84 産業振興課

町道天戸線道路改良工事 鰍沢 工事 8,800,000 ㈱フカサワ 8,650,000

98.25 都市整備課

長沢汚水枝線31-2-30-5号管布設
工事

大久保 工事 18,160,000 山梨ガーデン㈱ 17,800,000 98.02 上下水道課

町民交流広場倉庫設置に伴う既存
書庫移設工事

鰍沢 工事 8,020,000 ㈲一之瀬工務店 7,880,000

総合評価
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