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1 勝沼地区市道除草業務委託 甲州市勝沼地内 建設課 指名競争 五味建興業（株） 1,130,000 R2.4.20 R2.11.30

2 塩山地区農道除草業務委託 甲州市塩山地内 建設課 指名競争 （株）メイクCE 1,225,000 R2.4.20 R2.11.30

3 勝沼地区農道除草業務委託 甲州市勝沼地内 建設課 指名競争 五味建興業（株） 1,150,000 R2.4.20 R2.11.30

4 塩山地区市道除草業務委託 甲州市塩山地内 建設課 指名競争 （有）光英工業 1,830,000 R2.4.21 R2.11.30

5 河川水路修繕業務委託 甲州市内 建設課 指名競争 （有）樋口土建 2,180,000 R2.4.21 R3.3.19

6 塩山地区駅以北道路修繕業務委託 甲州市塩山地区 建設課 指名競争 （株）メイクCE 4,350,000 R2.4.20 R3.3.19

7 塩山地区駅以南道路修繕業務委託 甲州市塩山地区 建設課 指名競争 豊栄建設（株） 4,300,000 R2.4.20 R3.3.19

8 勝沼・大和地区道路修繕業務委託 甲州市勝沼・大和地区 建設課 指名競争 三森建設（株） 4,340,000 R2.4.16 R3.3.19

9 勝-3処理分区162-1路線工事 甲州市勝沼町等々力地内
上下水道課
（下水道）

指名競争 （有）エース 1,230,000 R2.4.20 R2.6.30

10 農道中萩原４８号線舗装工事 甲州市塩山中萩原地内 建設課 指名競争 （有）樋口土建 1,400,000 R2.4.21 R2.6.30

11 獅子の前水路改修工事 甲州市塩山千野上地区 建設課 指名競争 松橋建設（株） 1,830,000 R2.4.20 R2.6.30

12 林道上条平沢線改修工事 甲州市塩山下小田原地内 建設課 指名競争 （有）広瀬土建 1,980,000 R2.4.21 R2.6.30

13 勝-1処理分区23-4路線工事 甲州市勝沼町小佐手地内
上下水道課
（下水道）

指名競争 五味建興業（株） 2,150,000 R2.4.20 R2.6.30

14 横溝水路改修工事 甲州市塩山上井尻地内 建設課 指名競争 （株）板倉工業 2,380,000 R2.4.20 R2.6.19

15 市道赤尾２７号線改修工事 甲州市塩山赤尾地内 建設課 指名競争 豊栄建設（株） 2,850,000 R2.4.20 R2.6.26

16 塩-8処理分区1013-5路線他工事 甲州市塩山赤尾地内
上下水道課
（下水道）

指名競争 （有）樋口土建 12,100,000 R2.4.21 R2.10.30
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17 塩山地区駅以北路面補修工事 甲州市塩山地区 建設課 指名競争 （株）天川組 4,100,000 R2.4.17 R3.1.29

18 塩山地区駅以南路面補修工事 甲州市塩山地区 建設課 指名競争 塩山鋪装（株） 4,060,000 R2.4.20 R3.1.29

19 勝沼・大和地区路面補修工事 甲州市勝沼・大和地区 建設課 指名競争 昭和建設（株） 4,100,000 R2.4.21 R3.1.29

20 塩-7処理分区1101路線他舗装本復旧工事 甲州市塩山下塩後地内
上下水道課
（下水道）

指名競争 昭和建設（株） 5,200,000 R2.4.21 R2.6.30

21 本庁舎地下倉庫改修工事 甲州市塩山上於曽地内 管財課 指名競争 植野興業（株） 14,600,000 R2.4.21 R2.10.30

22 甲州市立勝沼中学校給食搬入口改修及び給食室解体工事 甲州市勝沼町勝沼地内 管財課 指名競争 （株）高野建設 16,900,000 R2.4.17 R2.10.16

23 本庁舎地下倉庫改修工事（電気工事） 甲州市塩山上於曽地内 管財課 指名競争 コスモ電気工業（株） 2,300,000 R2.4.17 R2.10.30

24 甲州市大菩薩の湯ホール空調設備改修工事 甲州市塩山上小田原地内 管財課 指名競争 第一設備（株） 5,000,000 R2.4.20 R2.8.28

25 甲州市本庁舎2階サーバー室空調改修工事 甲州市塩山上於曽地内 管財課 指名競争 （有）日栄工業 6,800,000 R2.4.20 R2.8.28

26 県道白井甲州線配水管布設替工事 甲州市塩山西広門田地内
上下水道課
（上水道）

指名競争 第一設備（株） 10,200,000 R2.4.20 R2.7.30

27 農道勝沼６４号線区画線設置工事 甲州市勝沼町菱山地内 建設課 指名競争 サンコーライン（株） 2,040,000 R2.4.20 R2.6.12

28
勝沼健康福祉センター新設温泉揚湯用コンプレッサー№２設置工
事

甲州市勝沼町休息地内 管財課 指名競争 （株）ハギ・ボー 10,700,000 R2.4.21 R2.10.30

29 甲州市内市道未登記測量業務委託 甲州市内 建設課 指名競争 （株）アミノ測量 2,600,000 R2.4.20 R3.3.19

30 塩山駅南口広場変更設計監理業務委託 甲州市塩山上於曽地内 都市整備課 指名競争 （株）協和コンサルタンツ　山梨営業所 3,360,000 R2.4.21 R2.8.31

31 勝-1処理分区210-1路線他実施設計業務委託 甲州市内
上下水道課
（下水道）

指名競争 （株）理工エンジニアリング　甲州営業所 6,050,000 R2.4.16 R2.9.30

32 甲州市環境センターごみ処理施設解体設計業務委託 甲州市塩山三日市場地内 管財課 指名競争 （株）環境技術センター　山梨営業所 6,650,000 R2.4.21 R2.11.27

33 甲州市農道施設点検業務委託 甲州市内 建設課 指名競争 国際航業（株）　山梨営業所 13,800,000 R2.4.21 R2.7.31

　     上記金額に１００分の１０に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。


