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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 （有）エース 1,110,000 R4.4.19 R4.11.30

2 勝沼・大和地区河川水路修繕業務委託 甲州市勝沼・大和地区 建設課 指名競争 五味建興業（株） 1,400,000 R4.4.19 R5.3.17

3 勝沼地区農道除草業務委託 甲州市勝沼地内
農林振興課
（建設課）

指名競争 五味建興業（株） 1,240,000 R4.4.19 R4.11.30

4 塩山地区農道除草業務委託 甲州市塩山地内
農林振興課
（建設課）

指名競争 （株）メイクCE 1,490,000 R4.4.21 R4.11.30

5 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 松橋建設（株） 1,750,000 R4.4.20 R4.11.30

6 塩山地区河川水路修繕業務委託 甲州市塩山地区 建設課 指名競争 （有）樋口土建 2,230,000 R4.4.21 R5.3.17

7 塩山南地区道路修繕業務委託 甲州市塩山南地内 建設課 指名競争 松橋建設（株） 4,350,000 R4.4.20 R5.3.24

8 塩山北地区道路修繕業務委託 甲州市塩山北地内 建設課 指名競争 （株）板倉工業 4,310,000 R4.4.21 R5.3.24

9 勝沼・大和地区道路修繕業務委託 甲州市勝沼・大和地内 建設課 指名競争 五味建興業（株） 4,040,000 R4.4.19 R5.3.24

10 相之田水路改修工事 甲州市塩山赤尾地内 建設課 指名競争 豊栄建設（株） 1,540,000 R4.4.21 R4.7.22

11 玉崎水路改修工事 甲州市塩山上粟生野地内 建設課 指名競争 （株）メイクCE 1,580,000 R4.4.21 R4.6.30

12 農道小佐手３４号線改修工事 甲州市勝沼町小佐手地内
農林振興課
（建設課）

指名競争 （株）平成設備 2,650,000 R4.4.20 R4.7.15

13 塩山南地区路面補修工事 塩山南地区 建設課 指名競争 塩山鋪装（株） 4,100,000 R4.4.20 R5.3.17

14 塩山北地区路面補修工事 塩山北地区 建設課 指名競争 （株）天川組 4,150,000 R4.4.19 R5.3.17

15 勝沼・大和地区路面補修工事 甲州市勝沼町・大和地区 建設課 指名競争 昭和建設（株） 4,080,000 R4.4.20 R5.3.17

16 市道福生里５号線改修工事 甲州市塩山福生里地内 建設課 指名競争 （株）廣川工業所 4,880,000 R4.4.18 R4.8.31

17 勝-5処理分区47路線工事 甲州市勝沼町上岩崎地内 上下水道課 指名競争 （株）高野建設 5,500,000 R4.4.19 R4.7.8

18 塩-8処理分区1012路線工事 甲州市塩山赤尾地内 上下水道課 指名競争 （有）樋口土建 5,520,000 R4.4.21 R4.7.8

19 勝-1処理分区11-3路線舗装復旧工事 甲州市勝沼町小佐手地内 上下水道課 指名競争 塩山鋪装（株） 2,490,000 R4.4.20 R4.6.30
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20
千野1号マンホールポンプ場他4機場通報
装置交換工事

甲州市塩山千野地内他 上下水道課 指名競争 （株）メエップ 4,000,000 R4.4.21 R4.8.26

21 県道白井甲州線配水管仮設工事 甲州市勝沼町上岩崎地内 上下水道課 指名競争 （有）エース 540,000 R4.4.19 R4.6.30

22 市道赤尾4号線配水管仮設工事 甲州市塩山赤尾地内 上下水道課 指名競争 （有）橘田総合サービス 577,000 R4.4.19 R4.6.30

23
市道西広門田３３号線配水管布設工事（2
工区）

甲州市塩山下塩後地内 上下水道課 指名競争 平間工業所 3,350,000 R4.4.19 R4.8.31

24 農道上塩後１６号線用地測量業務委託 甲州市塩山上塩後地内
農林振興課
（建設課）

指名競争 （株）アミノ測量 810,000 R4.4.19 R4.7.1

25 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 2,700,000 R4.4.19 R5.3.17

26
甲州市下水道ストックマネジメント修繕改
築計画（ポンプ場・処理場施設）策定業務
委託

甲州市内 上下水道課 指名競争
（株）三水コンサルタン

ト　山梨事務所
6,700,000 R4.4.20 R5.1.31

27
塩-2-2処理分区51路線他実施設計業務
委託

甲州市内 上下水道課 指名競争
（株）理工エンジニアリ

ング　甲州営業所
6,850,000 R4.4.19 R4.10.31

28
勝沼図書館　高圧ＰＡＳ及びケーブル他
取替工事

甲州市勝沼町下岩崎地内 財政課 指名競争 コスモ電気工業（株） 1,750,000 R4.4.19 R4.7.29

29 福祉総合支援課相談室間仕切設置工事 甲州市塩山上於曽地内 財政課 指名競争 植野興業（株） 1,860,000 R4.4.21 R4.8.31

30 甲州市立勝沼中学校倉庫設置工事 甲州市勝沼町勝沼地内 財政課 指名競争 （株）高野建設 2,190,000 R4.4.19 R4.6.30

31
甲州市立奥野田小学校プール底面塗装
改修工事

甲州市塩山熊野地内 財政課 指名競争 （株）山忠実業 4,890,000 R4.4.21 R4.7.1

　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。

　上記案件は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵便入札にて執行した。


