平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

4月24日

件名

なごみの湯モノクロ複合機レ
ンタル

場所

種別

概要

落札者名

工期（始） 工期（終）

笛吹市石和町下平 物品 ・モノクロ複合機レンタル 1台
井578番地
役務 ・レンタル期間 5年（※月額単価契約）

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

¥12,130

¥11,730

不適用

¥12,668

笛吹市一宮町末木 物品 一宮支所の改修工事に併せ、会議室へ設置するための備品を H30.5.8 H30.6.8 株式会社 正直堂 笛吹市営業
地内
役務 購入する。
所

¥2,407,000

¥2,170,000

不適用

¥2,343,600

4月24日

金沢憩いの森公園植栽管理 笛吹市一宮町金沢
株式会社アセラ技建 笛吹営業
・機械除草（A=9,000㎡）、人力除草（A=500㎡）、駐車場整備、
H30.5.8 H31.3.29
メンテ ビオトープ整備、病害虫防除、寄植剪定等一式
業務委託
地内
所

¥1,890,000

¥1,850,000

¥1,659,000

¥1,998,000

4月24日

石和平等川河川公園緑地管 笛吹市石和町広瀬
・芝生管理 A=2,540㎡ ・除草処理 A=3,930㎡ ・水路管理
メンテ L=450m 等一式
理業務委託
地内

H30.5.8 H31.3.29

株式会社石和植木

¥2,550,000

¥2,400,000

¥2,243,000

¥2,592,000

4月24日

石和ふれあいゾーン緑地管
理業務委託

H30.5.8 H31.3.29

株式会社佐野緑化土木

¥8,390,000

¥7,900,000

¥7,400,000

¥8,532,000

4月24日

舗装本復旧工事第1工区（一 笛吹市一宮町塩田
舗装本復旧 L= 182ｍ W=2.8～4.0ｍ
工事 表層(t=4cm) A=629㎡ 上層路盤工 A=261㎡
宮）
地内

H30.5.8 H30.6.29

株式会社日工建設

¥2,880,000

¥2,661,000

¥2,526,000

¥2,873,880

4月24日

下水道関連舗装緊急補修業
笛吹市内全域
務委託

H30.5.8 H31.3.22

株式会社カイシン

¥3,570,000

¥3,400,000

¥3,131,000

¥3,672,000

4月24日 一宮支所会議室備品購入

H30.5.8

笛吹市石和町市部
・芝生管理 A=11,262㎡ ・寄植管理 A=331㎡ ・樹木剪定 ・
メンテ 除草 A=3,000㎡ ・生垣刈込 L=369m 等一式
地内

メンテ 舗装の緊急補修業務（マンホール周辺等）

R5.5.31

株式会社小林事務機

4月24日 緊急舗装修繕業務委託1

御坂町・八代町・境
メンテ 市道舗装維持管理業務
川町・芦川町地内

H30.5.8 H30.12.27

株式会社ＭＵＫＡＩ

¥8,260,000

¥7,980,000

¥7,256,000

¥8,618,400

4月24日 緊急舗装修繕業務委託2

石和町・一宮町・春
メンテ 市道舗装維持管理業務
日居町地内

H30.5.8 H30.12.27

株式会社日昇建設

¥9,160,000

¥8,840,000

¥8,052,000

¥9,547,200

笛吹市石和町唐柏
県道部 延長L=400m W=3.2m 表層工・基層工（ｔ=5ｃｍ)
工事 A=1600㎡ 上層路盤工 A=1280㎡ 区画線工 1式
地内

H30.5.8 H30.6.22

株式会社上組

H30.5.8 H31.3.29

不調

4月24日

舗装本復旧工事（石和１工
区）

4月24日

平成30年度笛吹市管内公園
笛吹市内
緊急維持修繕業務委託

メンテ ・笛吹市管内公園の維持管理メンテナンス業務
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¥17,070,000 ¥16,000,000 ¥15,087,000 ¥17,280,000

―

―

―

―

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

4月24日

件名

場所

下水道施設緊急補修業務委
笛吹市内全域
託

種別

概要

工期（始） 工期（終）

落札者名

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

メンテ 公共桝、マンホール等の下水道施設の緊急補修業務

H30.5.8 H31.3.22

株式会社佐野緑化土木

¥3,680,000

¥3,239,000

¥3,238,000

¥3,498,120

4月24日 林道維持管理業務委託

笛吹市御坂町・境
川町・芦川町内

メンテ ・市営林道（13路線）メンテナンス 一式

H30.5.8 H30.12.21

株式会社オリオン

¥5,910,000

¥5,209,000

¥5,209,000

¥5,625,720

4月24日 緊急維持修繕業務委託2

一宮町・春日居町
地内

メンテ 市道・水路維持管理業務

H30.5.8 H30.12.27

株式会社小越建設

¥7,990,000

¥7,058,000

¥7,045,000

¥7,622,640

4月24日 緊急維持修繕業務委託3

石和町地内

メンテ 市道・水路維持管理業務

H30.5.8 H30.12.27

株式会社正建工業

¥8,160,000

¥7,241,000

¥7,194,000

¥7,820,280

4月24日

農業施設緊急補修業務委託 笛吹市石和町・春
（1工区）
日居町内

メンテ ・緊急補修修繕工（石和町・春日居町内）一式

H30.5.8 H30.10.31

有限会社末木建設

¥10,660,000

¥9,438,000

¥9,435,000 ¥10,193,040

4月24日

農業施設緊急補修業務委託 笛吹市一宮町・御
（2工区）
坂町内

メンテ ・緊急補修修繕工（一宮町・御坂町内）一式

H30.5.8 H30.10.31

株式会社佐野緑化土木

¥10,790,000

¥9,553,000

¥9,551,000 ¥10,317,240

4月24日

農業施設緊急補修業務委託 笛吹市八代町・境
（3工区）
川町・芦川町内

メンテ ・緊急補修修繕工（八代町・境川町・芦川町内）一式

H30.5.8 H30.10.31

矢崎興業株式会社

¥10,520,000

¥9,310,000

¥9,310,000 ¥10,054,800

H30.5.8 H30.12.27

矢崎興業株式会社

¥16,730,000

4月24日 緊急維持修繕業務委託1

4月24日

5月8日

御坂町・八代町・境
メンテ 市道・水路維持管理業務
川町・芦川町地内

市営石和四日市場団地建設工事に伴う外構工事 一式
笛吹市営石和四日市場団地 笛吹市石和町四日
H30.5.8 H30.8.10 株式会社飯塚工業
工事 ・敷地面積3,251㎡、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=1,574㎡、区画線工
外構工事
市場地内
L=266m、排水工事、ﾌｪﾝｽ・擁壁工事、外灯工事、植栽工事等

公用車（軽乗用車SUV4WD） 笛吹市石和町市部 物品 軽乗用車SUV4WD 1台、装備品・付属品、販売諸費用、文字 H30.5.15 H30.7.31
オートサービス シズメ
購入
777（笛吹市役所） 役務 入れ（笛吹市）

笛吹市役所保健福祉部福祉 笛吹市役所保健福
物品 モノクロ複合機 1台
5月8日 総務課(障害福祉担当)コピー 祉部福祉総務課障
役務 レンタル期間 5年(※月額単価契約)
機レンタル
害福祉担当事務室

H30.5.15 R5.5.31
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株式会社小林事務機

¥14,826,000
¥14,826,000 ¥16,012,080
(くじによる)

¥22,300,000 ¥20,098,000 ¥20,070,000 ¥21,705,840

¥1,473,000

¥1,417,000

不適用

¥1,530,360

¥23,400

¥23,100

不適用

¥24,948

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

場所

種別

概要
・営業開始前浴室清掃業務 一式

工期（始） 工期（終）

落札者名

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

・浴室等定期清掃業務

笛吹市境川観光交流セン
5月8日 ター（寺尾の湯）定期清掃業
務委託

笛吹市境川町寺尾 物品 一式
1543番地
役務 ・館内定期清掃業務 一式

5月8日 なごみの湯清掃業務委託

笛吹市石和町下平 物品 なごみの湯清掃業務
株式会社甲府キンダイサービ
H30.5.15 R3.5.31
井578
役務 ・日常清掃 ・夜間浴室清掃 ・浴室定期清掃 ・館内定期清掃
ス

・連通管定期清掃業務

H30.5.15 R2.6.30

関東トータルサービス有限会社 ¥12,590,000 ¥10,930,000

不適用 ¥11,804,400

一式

¥20,091,000 ¥17,997,600

不適用 ¥19,437,408

5月8日

水管橋添架詳細設計 φ150ｍｍ L=200ｍ 、既設管への接続
万年橋水管橋添架詳細設計 笛吹市石和町四日
株式会社東洋設計事務所 山
委託 （右岸・左岸部）φ150ｍｍ L=60ｍ、河川占用申請書作成（１ H30.5.15 H30.9.28
業務委託
市場地内
梨出張所
箇所）、 測量業務（現地、縦横断測量） 一式

5月8日

下水道管渠耐震実施設計業 笛吹市石和町市部
下水道管渠耐震実施設計業務 Ｌ＝892ｍ
委託 下水道管口ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ点検調査 一式
務委託
地内

H30.5.15 H30.9.28

5月8日

一宮北小学校プールろ過機
取替工事

H30.5.15 H30.7.31

5月8日

石和中学校音楽教室空調設 笛吹市石和町小石
・音楽教室（2箇所）へのGHPﾏﾙﾁｴｱｺﾝ設置：屋外機2基、屋内
H30.5.15 H30.8.24 有限会社佐野工業所
工事 機4台、ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ1基
備設置工事
和地内

5月8日

境川小学校給食棟空調設備 笛吹市境川町小黒
・給食棟食堂への床置型ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ設置：6組
工事 ・空調設備設置に伴う電気設備工事：一式
工事
坂地内

H30.5.15 H30.8.23

有限会社松山興業

¥12,750,000 ¥11,500,000 ¥11,475,000 ¥12,420,000

5月8日

御坂浄水場関連小石和浄水 笛吹市石和町小石
導水管布設工事 DIP-GXφ150 L=28.40ｍ 流量計及び流
工事 量計室 1式
場導水管布設工事
和地内

H30.5.15 H30.10.22

有限会社浅川住宅設備

¥14,060,000 ¥12,505,000 ¥12,503,000 ¥13,505,400

5月8日

アリーナ照明器具の撤去及び新設：24台、ガラス飛散防止フィ
春日居小学校屋内運動場非 笛吹市春日居町桑
工事 ルム貼付施工：209.2㎡、バスケットゴール取替え：吊下式0.5 H30.5.15 H30.8.24 有限会社住まいの高野
構造部材等改修工事
戸地内
対・折畳式0.5対、吊縄撤去：1ヶ所

¥16,361,000 ¥14,724,900 ¥14,724,000 ¥15,902,892

5月8日

・アリーナ照明器具の撤去及び新設：30台
御坂西小学校屋内運動場非 笛吹市御坂町栗合
工事 1ヶ所
構造部材等改修工事
地内
・ガラス飛散防止フィルム貼付施工：208.8㎡

¥19,250,000 ¥17,860,000 ¥17,325,000 ¥19,288,800

5月22日

笛吹市一宮町中尾
工事 プールろ過機取替1基
地内

笛吹市指定可燃ごみ収集袋
笛吹市内
作製

¥12,360,000

¥9,850,000

¥9,795,000 ¥10,638,000

株式会社 理工エンジニアリン
グ

¥9,490,000

¥8,700,000

¥7,586,000

¥9,396,000

有限会社タナカ設備

¥4,280,000

¥3,907,000

¥3,852,000

¥4,219,560

¥9,160,000

¥8,775,000

¥8,244,000

¥9,477,000

・吊縄撤去：
H30.5.15 H30.8.23

株式会社中村工務店

物品 市指定可燃ごみ袋として大袋45ℓ、中袋20ℓ、小袋10ℓの3種類 H30.5.29 H30.8.31
大成プラスチック工業株式会社 ¥18,137,646 ¥13,654,548
役務 の作成（詳細は仕様書参照のこと）※枚数単価契約
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不適用 ¥14,746,911

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

5月22日

件名

石和東小学校カラー複合機
レンタル

場所

種別

概要

工期（始） 工期（終）

落札者名

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

石和東小学校カラー複合機のレンタル

笛吹市立石和東小 物品 レンタル期間は平成30年7月1日から平成35年6月30日までの
学校
役務 60ヶ月間。

H30.5.29 H30.6.30

株式会社 マルモ

¥25,180

¥24,640

不適用

¥26,611

H30.5.29 H30.6.30

アルプス事務機有限会社

¥26,820

¥26,050

不適用

¥28,134

H30.5.29 H30.6.30

株式会社 マルモ

¥28,360

¥27,568

不適用

¥29,773

H30.5.29 H30.6.30

株式会社 マルモ

¥28,360

¥27,840

不適用

¥30,067

H30.5.29 H30.6.30

アルプス事務機有限会社

¥31,730

¥29,120

不適用

¥31,449

H30.5.29 H30.6.30

株式会社小林事務機

¥31,730

¥29,750

不適用

¥32,130

H30.5.29 H30.6.30

株式会社小林事務機

¥33,810

¥31,400

不適用

¥33,912

H30.5.29 H30.6.30

株式会社 正直堂 笛吹市営業
所

¥42,050

¥41,075

不適用

¥44,361

¥7,462,400

¥6,780,000

不適用

¥7,322,400

機器仕様書等の詳細は仕様書参照のこと。（※月額単価契約）
境川小学校カラー複合機のレンタル

5月22日

境川小学校カラー複合機レン 笛吹市立境川小学 物品 レンタル期間は平成30年7月1日から平成35年6月30日までの
タル
校
役務 60ヶ月間。
機器仕様書等の詳細は仕様書参照のこと。

5月22日

5月22日

5月22日

石和北小学校カラー複合機のレンタル

石和北小学校カラー複合機
レンタル

笛吹市立石和北小 物品 レンタル期間は平成30年7月1日から平成35年6月30日までの
学校
役務 60ヶ月間。

石和西小学校カラー複合機
レンタル

笛吹市立石和西小 物品 レンタル期間は平成30年7月1日から平成35年6月30日までの
学校
役務 60ヶ月間。

春日居中学校カラー複合機
レンタル

笛吹市立春日居中 物品 レンタル期間は平成30年7月1日から平成35年6月30日までの
学校
役務 60ヶ月間。

機器仕様書等の詳細は仕様書参照のこと。（※月額単価契約）
石和西小学校カラー複合機のレンタル

機器仕様書等の詳細は仕様書参照のこと。（※月額単価契約）
春日居中学校カラー複合機のレンタル

機器仕様書等の詳細は仕様書参照のこと。（※月額単価契約）
浅川中学校カラー複合機のレンタル

5月22日

浅川中学校カラー複合機レン 笛吹市立浅川中学 物品 レンタル期間は平成30年7月1日から平成35年6月30日までの
タル
校
役務 60ヶ月間。

機器仕様書等の詳細は仕様書参照のこと。（※月額単価契約）

5月22日

5月22日

笛吹市立春日居小 物品 レンタル期間は平成30年7月1日から平成35年6月30日までの
学校
役務 60ヶ月間。

御坂西小学校カラー複合機
レンタル

笛吹市立御坂西小 物品 レンタル期間は平成30年7月1日から平成35年6月30日までの
学校
役務 60ヶ月間。

5月22日 シンクライアント端末購入

5月22日

5月22日

春日居小学校カラー複合機のレンタル

春日居小学校カラー複合機
レンタル

機器仕様書等の詳細は仕様書参照のこと。（※月額単価契約）
御坂西小学校カラー複合機のレンタル

機器仕様書等の詳細は仕様書参照のこと。（※月額単価契約）

笛吹市地内

Microsoftソフトウェアライセン
笛吹市地内
ス購入（債務）

物品
ひとり1台パソコンで使用するシンクライアント端末100台の購入 H30.5.29 H30.7.27 株式会社ＹＳＫｅ－ｃｏｍ
役務

Windowsサーバー、WindowsVDAなどのMicrosoftライセンスの

物品 購入
役務 ライセンスの使用期間は平成30年7月1日から平成35年6月30

¥57,948,800 ¥49,600,000

H30.5.29 H30.6.29

株式会社フジコー

H30.5.29 R3.5.31

関東トータルサービス有限会社 ¥13,946,187

不適用 ¥53,568,000

日まで。年払い（5年）

笛吹市役所本館及び分室清 笛吹市石和町市部 物品 本館及び分室の日常清掃及び定期清掃の委託
掃業務委託
７７７他
役務
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¥7,450,986

不適用

¥8,047,064

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

場所

種別

概要

工期（始） 工期（終）

笛吹市役所市民窓口館 清
笛吹市石和町市部 物品 市民窓口館の日常清掃及び定期清掃、環境衛生管理委託
5月22日 掃業務及び環境衛生管理業
809-1
役務
務委託

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

H30.5.29 R3.5.31

関東トータルサービス有限会社 ¥17,340,678

H30.5.29 H31.3.31

株式会社 総合環境分析 山
梨営業所

¥8,570,744

不適用

契約金額

¥9,256,403

5月22日

笛吹市水道水水質検査業務
笛吹市全域
委託

5月22日

御坂浄配水場関連配水管布
配水管（φ200～250、L=900m）布設替詳細設計 1式
笛吹市御坂町地内 委託 河川占用申請書作成 一式
設替工事設計業務

H30.5.29 H30.9.28

株式会社東洋コンサルタント
山梨営業所

¥4,530,000

¥3,950,000

¥3,655,000

¥4,266,000

5月22日

下水道関連配水管布設替詳
笛吹市内
細設計業務委託

H30.5.29 H30.9.28

株式会社東洋設計事務所 山
梨出張所

¥5,090,000

¥4,060,000

¥4,058,000

¥4,384,800

5月22日

市道4322号線用地測量業務 笛吹市八代町永井
路線測量 L=0.18km
委託 査算定 3箇所
委託
地内

H30.5.29 H30.10.31

有限会社飯田測量

¥6,700,000

¥5,950,000

¥5,224,000

¥6,426,000

H30.5.29 H30.9.28

有限会社椚設備

¥9,210,000

¥8,155,000

¥8,154,000

¥8,807,400

¥3,700,000

¥3,480,000

¥3,311,000

¥3,758,400

¥6,270,000

¥5,609,000

¥5,494,000

¥6,057,720

5月22日 山沢橋配水管添架工事

物品 水道法に基づく水質基準項目、水質管理目標設定項目、原
役務 水、及びクリプトスポリジウム等水質検査

落札者名

委託 配水管（φ75～150 L=910ｍ）、布設替詳細設計 一式

用地測量 A=12,255㎡

工作物調

笛吹市春日居町鎮
配水管布設工事 HPPEφ50 L=24.8ｍ、配水管添架工事
工事 SUS304 50A Sch10 L=24.8ｍ
目地内

¥15,335,000 ¥14,775,000

不適用 ¥15,957,000

教室床と床下地の張替え：94.5㎡、取合い部シーリング：51ｍ、

5月22日

浅川中学校教室床改修工事 笛吹市八代町岡地
巾木の再塗装：29.8㎡、
工事 本棚背板補修：5.6㎡、FF式暖房機の一時取外し再取付：2台、 H30.5.29 H30.8.24 米山工務店
（第三期）
内
耐震金物の取付：22本

5月22日 市道等除草業務委託

市内全域

・除草工 肩掛式 A=20,390㎡ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 A=10,800㎡ ・

メンテ 運搬処分 一式

H30.5.29 H30.11.30

株式会社小越建設

H30.5.29 H30.9.20

株式会社飯塚工業

5月22日

災害用マンホールトイレシス
テム設置工事

笛吹市石和町市部
災害用マンホールトイレシステム 一式
地内（石和南小学 工事 開削 ＰＲＰφ450 Ｌ＝12.5ｍ ＰＲＰφ200 Ｌ＝61.5ｍ
帯工事 一式
校）

6月5日

ネットワーク監視ソフトウェア
保守ライセンス購入

笛吹市地内

物品 サーバ機、ネットワーク機器等のアプリケーション、システム、
ネットワークの障害監視機能を提供する統合監視ソフトウェアの H30.6.12 H30.7.25 株式会社小林事務機
役務 保守ライセンスの購入

6月5日

グループウェアシステムサ
ポートライセンス購入

笛吹市地内

物品 LGWAN接続系及びインターネット系で使用するグループウェ
役務 アシステムのサポートライセンスの購入
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附

H30.6.12 H30.6.29

株式会社小林事務機

¥12,680,000 ¥11,500,000 ¥11,194,000 ¥12,420,000

¥645,000

¥491,000

不適用

¥530,280

¥1,080,000

¥938,400

不適用

¥1,013,472

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

6月5日

件名

種別

概要

工期（始） 工期（終）

本館・市民窓口館コピー用紙 笛吹市石和町市部 物品 本館及び市民窓口館で使用するコピー用紙を購入する。
購入
地内
役務

6月5日 NECトナーカートリッジ購入

6月5日

場所

笛吹市地内

シンクライアントサーバ機器購
笛吹市地内
入

H30.6.12 H31.3.29

落札者名

株式会社小林事務機

※単価契約〔1
物品 ＮＥＣトナーカートリッジ50セット(200本)の購入
ｾｯﾄ（PR-L8500-12(1本)、PR-L8500-65(環境循環型)(3本)）〕 H30.6.12 H31.3.29 株式会社ＹＳＫｅ－ｃｏｍ
役務 入札額は1セット(4本)の合計額

物品 シンクライアントシステム構築に必要となるハードウェアの購入
役務

H30.6.12 H30.7.31

株式会社フジコー

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

¥1,865,010

¥1,641,680

不適用

¥1,773,014

¥99,000

¥99,000

不適用

¥106,920

¥14,781,000 ¥13,218,000

不適用 ¥14,275,440

6月5日 指定避難所防災倉庫設置

笛吹市立境川小学 物品 市内指定避難所への防災備蓄品収納用倉庫の購入設置
校
役務

H30.6.12 H30.8.24

東八防災株式会社

¥1,200,000

¥1,150,000

不適用

¥1,242,000

6月5日 境川支所定期清掃業務委託

笛吹市境川町藤垈 物品
境川支所定期清掃業務
2588他
役務

H30.6.12 H31.2.28

山梨管財株式会社

¥753,621

¥500,000

不適用

¥540,000

6月5日 一宮支所定期清掃業務委託

笛吹市一宮町末木 物品 一宮支所定期清掃業務
807-6
役務

H30.6.12 H31.2.28

株式会社山梨環境サービス

¥1,632,832

¥950,000

不適用

¥1,026,000

6月5日 八代支所定期清掃業務委託

笛吹市八代町南
917

H30.6.12 H31.2.28

有限会社中央美装サービス

¥1,746,701

¥971,000

不適用

¥1,048,680

¥1,440,000

¥1,420,000

¥1,138,000

¥1,533,600

¥920,000

¥890,000

¥712,000

¥961,200

物品 八代支所定期清掃業務
役務

6月5日

本館北側駐車場計画建物の基礎構造設計に必要な地盤情
笛吹市役所本館北駐車場地 笛吹市石和町市部
委託 報を得るための、ボーリング調査、総合解析調査（液状化調査 H30.6.12 H30.8.1 岩間井戸工業株式会社
質調査業務委託
地内
含む）等を行うものとする。

6月5日

石和北小学校 給食室改修
工事設計業務委託

笛吹市石和町地内 委託 既存給食室を配膳室に改修工事を行うための設計業務

H30.6.12 H30.9.20

一級建築士事務所 佐藤設計

6月5日

石和南・石和東小学校 給食
笛吹市石和町地内 委託 既存給食室を配膳室に改修工事を行うための設計業務
室改修工事設計業務委託

H30.6.12 H30.9.20

奥原建築設計事務所

¥1,760,000

¥1,650,000

¥1,453,000

¥1,782,000

6月5日

富士見・石和西小学校 給食
笛吹市石和町地内 委託 既存給食室を配膳室に改修工事を行うための設計業務
室改修工事設計業務委託

H30.6.12 H30.9.20

株式会社天野建築設計事務所

¥1,780,000

¥1,780,000

¥1,470,000

¥1,922,400
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平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

笛吹市内小中学校 特殊建 笛吹市一宮・八代・
一宮・八代・境川・春日居地区の９校の小中学校を建築基準法
株式会社アメニティー宮下建
6月5日 築物等定期調査業務委託(一 境川・春日居町地 委託 第１２条の規定に基づき、建築物・建築設備の調査・検査を行 H30.6.12 H30.9.20
築設計
いその結果を県に報告する。
宮・八代・境川・春日居地区) 内

¥2,570,000

¥2,380,000

¥2,113,000

¥2,570,400

笛吹市内小中学校 特殊建
笛吹市石和・御坂
6月5日 築物等定期調査業務委託(石
町地内
和・御坂地区)

¥2,770,000

¥2,600,000

¥2,278,000

¥2,808,000

¥1,800,000

¥1,650,000

¥1,495,000

¥1,782,000

株式会社 ブレーンズ

¥7,520,000

¥7,000,000

¥5,901,000

¥7,560,000

入札日

件名

場所

種別

概要

工期（始） 工期（終）

落札者名

石和・御坂地区の９校の小中学校を建築基準法第１２条の規定

委託 に基づき、建築物・建築設備の調査・検査を行いその結果を県 H30.6.12 H30.9.20 株式会社佐野設計
に報告する。

6月5日

御坂中学校 下水接続工事
設計業務委託

笛吹市御坂町下野
既存浄化槽3基の撤去・埋め戻し、排水管を公共枡に接続、雨
委託 水配管の切回し等、下水接続のため付随する工事の設計業務 H30.6.12 H30.9.28 有限会社メイ建築工房
原地内

6月5日

測量業務 ・基準点測量一式 ・路線測量L=200ｍ ・現地測量
笛吹市新道峠展望台整備実 笛吹市芦川町上芦
H30.6.12
委託 A=13,000㎡
施設計業務委託
川地内
設計業務 ・街区公園設計A=0.1ha

6月5日

崩山第二浄水場原水濁度計 笛吹市八代町増利
工事 浸漬形濁度計 （変換器含む） １台
更新工事
地内

H30.6.12 H30.9.14

甲信商事株式会社 甲府支店

¥2,580,000

¥2,500,000

¥2,290,000

¥2,700,000

6月5日

下水道関連配水管布設替工 笛吹市石和町下平
配水管布設工事 HPPEφ75 L=3.4m φ50 L=45.2m、給水
工事 管布設工事 N = 3 件
事(石和1工区）
井地内

H30.6.12 H30.8.10

有限会社中村設備

¥1,950,000

¥1,735,000

¥1,722,000

¥1,873,800

6月5日

上平井地内配水管布設替工 笛吹市石和町上平
ｍ、φ100 L=1m
工事 給水管布設工事 N=7件、消火栓設置工事 N=1基（地下式単 H30.6.12 H30.9.14 有限会社中村設備
事（1工区）
井地内

¥6,830,000

¥6,038,000

¥6,037,000

¥6,521,040

6月5日

市道2232号線側溝工事（御
坂）

6月5日

平成30年度笛吹市管内公園
笛吹市内
緊急維持修繕業務委託

6月5日

農業用施設除草作業等業務
笛吹市内
委託

H30.12.20

配水管DIP-NS形E種φ75 L=104.3ｍ、HIVP-RRφ75 L=6.3
口φ75）

6月5日 市道1542号線道路改良工事

笛吹市御坂町八千
側溝工事 施工延長Ｌ＝４３．０ｍ
工事 自由勾配側溝（400×300）Ｌ＝４３．０ｍ
蔵地内

H30.6.12 H30.8.10

有限会社桃李

¥2,230,000

¥1,976,000

¥1,948,000

¥2,134,080

メンテ ・笛吹市管内公園の維持管理メンテナンス業務

H30.6.12 H31.3.29

有限会社天野組

¥3,530,000

¥3,428,000

¥3,076,000

¥3,702,240

メンテ 除草工一式 草枝処分一式

H30.6.12 H30.9.28

株式会社上組

¥3,950,000

¥3,458,000

¥3,458,000

¥3,734,640

道路改良L＝263m
自由勾配側溝工300×300～600
笛吹市石和町山崎
工事 L=233ｍ、場所打擁壁工 V=250㎥ 、下層路盤工(t=15cm) A H30.6.12
地内
＝896㎡ 、防護柵設置L=250ｍ
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H30.10.26

株式会社飯塚工業

¥37,860,000 ¥33,580,000 ¥33,564,000 ¥36,266,400

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

6月5日 大坪浸水対策工事（６工区）

場所

種別

概要

工期（始） 工期（終）

笛吹市境川町大坪
調整池工事
工事 床張工 A=5,020㎡、コンクリートブロック積工 A=248㎡
地内

落札者名

H30.6.12 H31.2.28

矢崎興業株式会社

6月26日

笛吹市民まつりテント等借り上 笛吹市清流公園・ス 物品 笛吹市民まつりで使用するテント等の物品の借り上げ。
げ業務
コレーセンター
役務

H30.7.3 H30.10.15

株式会社タイキ

6月26日

石和南小学校マンホールトイ 笛吹市立石和南小 物品 笛吹市立石和南小学校敷地内に設置するマンホールトイレの
レ購入
学校
役務 建屋及び便座の購入

H30.7.3 H30.8.10

株式会社三和リース

6月26日

カラー複合機のレンタル
笛吹市石和町下平
消防本部カラーコピー複合機
物品 レンタル期間は平成30年8月1日から平成35年7月31日までの H30.7.3 H30.7.31
井204番地(笛吹市
株式会社小林事務機
レンタル
役務 60ヶ月間。
消防本部)
機器仕様書等の詳細は仕様書参照のこと。（※月額単価契約）

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

¥101,080,000 ¥90,599,000 ¥90,593,000 ¥97,846,920

¥995,250

¥880,000

不適用

¥950,400

¥1,502,400

¥992,800

不適用

¥1,072,224

¥42,000

¥36,300

不適用

¥39,204

6月26日 小学校デジタル印刷機購入

笛吹市内小学校(4
校)

物品
市内小学校に配置するデジタル印刷機の購入(4台)
役務

H30.7.3 H30.8.31

アルプス事務機有限会社

¥2,800,000

¥2,480,000

不適用

¥2,678,400

6月26日 VMwareライセンス購入

笛吹市地内

物品 仮想化基盤に必要となるVMware社ライセンスソフトウェアの購
役務 入

H30.7.3 H30.8.31

株式会社ＹＳＫｅ－ｃｏｍ

¥6,782,000

¥6,496,000

不適用

¥7,015,680

6月26日 パソコン教室端末用機器購入

笛吹市内小中学校 物品 パソコン教室用端末老朽化に伴う端末入替に必要となるパソコ H30.7.3 H30.8.31
株式会社ＹＳＫｅ－ｃｏｍ
(4校)
役務 ン156台、無線LANアクセスポイント8台の購入

6月26日

笛吹市管内測量設計業務委
笛吹市内
託その１

6月26日

春日居支所旧庁舎解体工事 笛吹市春日居町寺
委託
設計業務委託
本地内

6月26日

本館北側立体駐車場用建設工事のための設計業務委託
本館立体駐車場他建設工事 笛吹市石和町市部
委託 （本館北側立体駐車場の解体・新設、バス駐車場の解体・新
設計業務委託
地内
設、倉庫の新設に伴う設計業務）

6月26日

笛吹市学校施設長寿命化計
笛吹市内
画策定業務委託

委託 道路詳細設計(Ｂ) Ｌ=２６０ｍ

春日居支所旧庁舎解体工事に伴う設計業務委託

¥18,517,000 ¥17,630,000

不適用 ¥19,040,400

H30.7.3 H31.1.18

株式会社山梨技術研究所

¥4,960,000

¥4,500,000

¥3,891,000

¥4,860,000

H30.7.3 H30.9.21

小林建築設計事務所

¥1,315,000

¥1,300,000

¥1,070,000

¥1,404,000

H30.7.3 H30.9.28

株式会社山形一級建築士事務
¥11,269,000
所

¥9,480,000

¥9,447,000 ¥10,238,400

学校施設の長寿命化計画策定業務委託（30年度：学校施設の
一般社団法人山梨県建築設計
¥17,700,000 ¥14,098,000 ¥14,097,000 ¥15,225,840
委託 実態把握や基本的な整備方針等の策定、31年度：基本的な方 H30.7.3 R2.2.21
協会
針を踏まえた施設整備水準や長寿命化実施計画等の策定）
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平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

場所

種別

概要

落札者名

工期（始） 工期（終）

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

6月26日

舗装本復旧工事第2工区（石 笛吹市石和町小石
施工延長 L=143ｍ、W=6.2ｍ、アスファルト舗装工 A=959㎡、
H30.7.3 H30.8.31 株式会社上組
工事 上層路盤工 A=293㎡、区画線工 一式
和）
和地内

¥6,450,000

¥5,650,000

¥5,621,000

¥6,102,000

6月26日

春日居小学校プールろ過機
取替工事

¥4,620,000

¥4,620,000

¥4,158,000

¥4,989,600

6月26日

八代庁舎議場及び付帯施設 笛吹市八代町南地
工事
LED電気改修工事
内

―

―

―

―

6月26日

下水道管渠布設工事第1工
区（一宮）

¥2,310,000

¥2,015,000

¥2,008,000

¥2,176,200

7月10日

平成29年度決算書印刷製本
笛吹市地内
業務

¥725,400

¥713,310

不適用

¥770,374

笛吹市春日居町桑
工事 プールろ過機取替 1基
戸地内

八代庁舎議場及び付帯施設のLED電気改修工事

笛吹市一宮町本都
開削 VUφ150 L=27ｍ、 組立マンホール工 一式、公共汚
工事 水マス 4箇所
塚地内

物品
平成29年度決算書印刷製本、梱包、納品
役務

H30.7.3 H30.9.14

有限会社タナカ設備

H30.7.3 H30.8.21

不調

H30.7.3 H30.9.14

株式会社芦沢組土木

H30.7.18 H30.8.21

稲村印刷社

7月10日 ホース洗浄機購入

笛吹市消防本部

物品 ２本同時洗浄型ホース洗浄機１台(設置費用含む） 付属品 既 H30.7.18 H31.1.30
有限会社ヤマト商事
役務 存ホース洗浄機の処分

¥2,400,000

¥1,900,000

不適用

¥2,052,000

7月10日 教員用共有端末購入

笛吹市地内

物品 市内小中学校の共有端末老朽化に伴い、端末入替に必要とな
るノートパソコンを小学校14校に各1台、中学校5校に各2台づ H30.7.18 H30.9.28 株式会社ＹＳＫｅ－ｃｏｍ
役務 つ、計24台を購入

¥3,330,000

¥2,880,000

不適用

¥3,110,400

―

―

―

―

油川川改修に伴う下水道管
笛吹市石和町井戸
7月10日 渠布設替工事家屋事前調査
委託 家屋事前調査業務 一式
地内
業務委託

笛吹市公共下水道
下水道ストックマネジメント実施方針策定 一式
委託 ポンプ場【マンホール形式ポンプ場 104基】
事業計画区域

H30.7.18 H30.11.2

不調

H30.7.18 H31.3.15

株式会社 ブレーンズ

¥15,380,000 ¥13,800,000 ¥12,236,000 ¥14,904,000

7月10日

下水道ストックマネジメント実
施方針策定業務委託

7月10日

市道1-10号線万年橋耐震補 笛吹市石和町四日
委託 耐震補強・補修設計Ｎ=1橋、万年橋Ｌ=205.3ｍ Ｗ=8.75ｍ
強・補修設計業務委託
市場地内

H30.7.18 H31.3.5

株式会社 ブレーンズ

¥36,420,000 ¥28,990,000 ¥28,968,000 ¥31,309,200

7月10日

笛吹市橋梁定期点検業務委
笛吹市内
託（H30）

H30.7.18 H31.3.5

株式会社山梨技術研究所

¥39,510,000 ¥31,550,000 ¥31,531,000 ¥34,074,000

委託 定期点検 185橋、日常点検 16橋
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平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

場所

種別

概要

工期（始） 工期（終）

落札者名

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

7月10日

河内地内配水管布設工事（１ 笛吹市石和町河内
配水管布設工事 DIP-GXφ75 L=56.6m、 DIP-Kφ100
工事 L=1.6m、DIP-Kφ75 L=4.0m
工区）
地内

H30.7.18 H30.9.28

有限会社松山興業

¥2,530,000

¥2,237,000

¥2,236,000

¥2,415,960

7月10日

笛吹市管内区画線維持修繕 笛吹市全域（市道
業務委託
1-35号線他）

H30.7.18 H31.3.22

株式会社関東技研

¥3,000,000

¥2,590,000

¥2,586,000

¥2,797,200

H30.7.18 H30.12.14

株式会社上組

H30.7.31 H30.8.31

株式会社小林事務機

¥1,260,000

¥1,242,000

不適用

¥1,341,360

物品 小中学校4校(一宮西小・一宮南小・一宮北小・一宮中)のパソコ H30.7.31 H30.8.31
ン教室用端末155台及び全小中学校19校の共有端末24台の
株式会社小林事務機
役務 入替えに伴い必要となるソフトウェアの購入

¥8,245,000

¥7,725,200

不適用

¥8,343,216

7月10日 大坪浸水対策工事（５工区）

工事 区画線維持修繕業務

道路改良工事 施工延長 L=260m W=5.0m
笛吹市境川町大坪
工事 法面整形工 A=1,280㎡、ブロック張工 A=1,278㎡、側溝工
地内
L=516m、下層路盤工(t=25cm) A=1,210㎡

7月24日

石和四日市場団地集会室用 笛吹市石和町四日 物品 市営石和四日市場団地集会室用備品 一式
備品購入
市場地内
役務

7月24日

パソコン教室及び共有端末用
笛吹市地内
ライセンス購入

下水道管渠布設工事第５工
7月24日 区（石和）に伴う家屋事前調
査業務委託

笛吹市石和町河内
委託 家屋事前調査業務 一式
地内

¥48,850,000 ¥43,410,000 ¥43,404,000 ¥46,882,800

H30.7.31 H30.11.30

株式会社カワイ

¥4,060,000

¥3,800,000

¥3,192,000

¥4,104,000

笛吹市消防団境川分団旧詰 笛吹市境川町寺尾
火の見櫓（鉄骨造） H=16.25ｍ
工事 (12部詰所）ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造平屋建 延床面積 A=31.14㎡、
所解体工事（第11・12部）
地内

H30.7.31 H30.9.28

矢崎興業株式会社

¥2,920,000

¥1,800,000

不適用

¥1,944,000

八代庁舎議場及び付帯施設 笛吹市八代町南地
工事
LED電気改修工事
内

H30.7.31 H30.9.28

株式会社山吹

¥4,300,000

¥4,200,000

¥3,870,000

¥4,536,000

(11部詰所）ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造平屋建 延床面積 A=49.24㎡、

7月24日

火の見櫓（鉄骨造） H=13.35ｍ

7月24日

八代庁舎議場及び付帯施設のLED電気改修工事

8月7日

小型動力ポンプ付積載車購
入（石和分団第３部・第９部）

物品 小型動力ポンプ付積載車（ダブルキャビン型、４ＷＤ、ＭＴ車、 H30.8.21 H31.3.20
東八防災株式会社
役務 小型動力ポンプ、吸管他積載備品一式）

¥17,590,680 ¥17,560,000

不適用 ¥18,964,800

8月7日

ポンプ車購入（一宮分団北機
物品 ポンプ車（ダブルキャビン型、４ＷＤ、ＭＴ車、吸管他積載備品 H30.8.21 H31.3.27
笛吹市一宮町地内
東八防災株式会社
動隊）
役務 一式）

¥18,425,300 ¥18,400,000

不適用 ¥19,872,000

8月7日

平成30年度 笛吹市内地下
水水質検査業務委託

笛吹市石和町地内

笛吹市内58箇所

物品 「地下水の水質汚濁に係る環境基準」で指定された水質検査。
株式会社 環境計量センター
笛吹市内の地下水（井戸水）を採取し、検査結果の分析を行い H30.8.21 H31.1.31
役務 環境行政資料とする。検査項目17 採取場所は58箇所
山梨検査所

10/26

¥878,000

¥770,000

不適用

¥831,600

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

8月7日

件名

平成30年度 笛吹市内公共
用水域水質検査業務委託

場所

種別

概要

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

「水質汚濁に係る環境基準」及び「ＪＩＳ Ｋ0102」に指定された

笛吹市内35箇所

物品 水質検査。笛吹市内の河川における流水を採取し、検査結果 H30.8.21
役務 の分析を行い環境行政資料とする。検査項目9 採取場所は35

H30.12.21

株式会社ＡＫＩ研究所

¥900,000

¥779,000

不適用

¥841,320

―

―

―

―

¥8,240,000

¥7,499,000

¥7,295,000

¥8,098,920

箇所

御坂分団第１４部消防団拠点
笛吹市御坂町大野
鉄骨造 1階建て 延べ床面積 約７５㎡程度 詰所の敷地内
8月7日 施設新築工事に係る実施設
委託 及び周辺部フェンス・擁壁･側溝・舗装他
寺地内
計業務委託

8月7日

落札者名

工期（始） 工期（終）

油川川改修工事関連配水管 笛吹市石和町井戸
配水管布設工事 DIP GX形 φ100㎜ L=96.0m、φ75㎜
工事 L=3.7m、給水管布設工事 N = 4件
布設替工事
地内

H30.8.21 H30.11.15

不調

H30.8.21 H31.1.31

有限会社ツチヤ設備

H30.8.21 H31.2.22

8月7日 成田堰改修工事

水路改修工事 施工延長 L=82.3m
笛吹市御坂町金川
工事 ・自由勾配側溝工（800*800）L=22.1m （700*700）L=51.2ｍ
原地内
（300*400）L=5.0ｍ ・仮設工一式

株式会社飯塚工業

¥28,800,000 ¥25,417,000 ¥25,384,000 ¥27,450,360

8月7日 上寺尾地内公園整備工事

笛吹市境川町寺尾
（240・300・500） L=178ｍ
工事 集水桝設置 2箇所、グラウンド舗装工、アスファルト舗装工、 H30.8.21 H30.12.7 風間興業株式会社
地内

¥29,310,000 ¥25,939,000 ¥25,896,000 ¥28,014,120

・ﾌﾞﾛｯｸ積 A=276㎡、ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 L=31m、PU側溝工
付帯施設工 一式

8月28日

バックアップ用ソフトウェアライ
笛吹市地内
センス購入

8月28日 旧境川支所物品棚購入

物品 仮想化基盤のバックアップに使用するバックアップ用ソフトウェ
役務 アライセンスの購入

笛吹市境川町藤垈 物品 旧境川支所内へ物品棚購入及び設置
地内
役務

H30.9.4 H30.9.28

株式会社小林事務機

H30.9.4 H30.10.12

株式会社 正直堂 笛吹市営業
所

¥509,280

¥378,800

不適用

¥409,104

¥1,741,000

¥1,690,000

不適用

¥1,825,200

8月28日

笛吹市あぐり情報ステーション 笛吹市春日居町寺 物品 定期清掃[年間2回：長尺塩ビシート551.40㎡、タモ集成材（階
段）11.60㎡、カーペット780.10㎡、年間1回：ワックス剥離（長尺 H30.9.4 H31.3.28 山梨グローブシップ株式会社
施設定期清掃業務委託
本155番地1
役務 塩ビシート）551.40㎡、窓ガラス清掃838.20㎡]

¥1,004,000

¥931,000

不適用

¥1,005,480

8月28日

市道1-32号線舗装修繕工事 笛吹市八代町北地
工事 舗装工事 L=80m、A=500㎡（T=50）、W=6.0m
（八代）
内

H30.9.4 H30.10.18

株式会社日工建設

¥2,750,000

¥2,400,000

¥2,394,000

¥2,592,000

8月28日

舗装本復旧工事（春日居1工 笛吹市春日居町鎮
施工延長L=432.0m、幅員W=3.8～5.4m、アスファルト舗装工
工事 A=1,920㎡、区画線工 一式
区）
目地内

H30.9.4 H30.11.2

株式会社ＭＵＫＡＩ

¥9,160,000

¥8,000,000

¥7,995,000

¥8,640,000

8月28日

境川浄水場関連送水管布設 笛吹市石和町砂原
施工延長L=165.0m、送水管布設工事 DIP-NSφ150
工事 L=165.0ｍ
工事（1工区）
地内

H30.9.4 H30.11.2

有限会社石倉興業

¥6,160,000

¥5,458,000

¥5,450,000

¥5,894,640
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平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

場所

種別

概要

落札者名

工期（始） 工期（終）

8月28日

市道2310号線改良工事その3 笛吹市御坂町二之
施工延長L=97ｍ、自由勾配側溝（400×400）L=92ｍ、Ｕ形側
工事 溝L=5ｍ、合流桝１カ所、舗装復旧一式
（御坂）
宮地内

8月28日

下水道管渠布設工事第4工
区（春日居）

管渠布設工（φ150、VU管）L=68ｍ、マンホール工 一式、管路
笛吹市春日居町小
工事 土留工 一式、公共汚水桝設置工 3箇所、水路布設工（500× H30.9.4 H30.12.7 株式会社佐野緑化土木
松地内
500）L=40ｍ、水替工 一式

8月28日

油川川改修に伴う下水道管
渠布設替工事

管渠布設工（φ200、VU管）L=73m、マンホール工 一式、管路
笛吹市石和町東油
工事 土留工 一式、水替工 一式、ウェルポイント工 一式、仮排水 H30.9.4 H31.1.11 有限会社末木建設
川・井戸地内
工 一式

8月28日

上寺尾農道5-5164号線拡幅 笛吹市境川町寺尾
ﾝｸﾘｰﾄ舗装工 A=286㎡
工事 ブロック積工 A=1,113㎡、擁壁工 V=13㎥、小型水路工
工事
地内

H30.9.4 H30.11.22

有限会社末木建設

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

¥5,150,000

¥4,555,000

¥4,499,000

¥4,919,400

¥6,460,000

¥5,635,000

¥5,635,000

¥6,085,800

¥16,270,000 ¥14,278,000 ¥14,250,000 ¥15,420,240

施工延長 L=337m、W=3～4m、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=1,621㎡、ｺ
H30.9.4 H31.2.27

風間興業株式会社

¥64,770,000 ¥57,982,000 ¥57,733,000 ¥62,620,560

武山工業株式会社

¥11,330,000 ¥10,900,000 ¥10,197,000 ¥11,772,000

L=13.54m、付帯施設工一式

9月4日

防水工事一式
境川小学校給食棟防水改修 笛吹市境川町小黒
工事 （屋根：超速硬化ウレタン防水 637㎡、東側庇：ウレタン塗膜防 H30.9.11
工事
坂地内
水 18.1㎡ 他）

9月4日

舗装本復旧工事（御坂１工
区）

9月4日

笛吹市御坂町上黒
施工延長L=131m、アスファルト舗装工（ｔ=50ｍｍ）A=429㎡、
工事 W=2.5ｍ～5.0ｍ
駒地内

H30.12.19

―

―

―

―

株式会社ＭＵＫＡＩ

¥4,300,000

¥3,800,000

¥3,730,000

¥4,104,000

H30.9.11 H30.12.14

中央舗道建設有限会社

¥6,700,000

¥5,860,000

¥5,855,000

¥6,328,800

笛吹市一宮町地内 工事 橋面舗装打換え3橋 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 Ａ=748㎡

H30.9.11 H30.12.14

株式会社日昇建設

¥15,030,000 ¥13,300,000 ¥13,175,000 ¥14,364,000

笛吹市消防団八代分団第４
部拠点施設改築工事

鉄骨造2階建て 延床面積A=69.17㎡、 1階 車庫、2階 待機
笛吹市八代町岡地
工事 所・トイレ、ホース乾燥塔、外構工事一式、既設建物及び火の
内
見櫓解体

H30.9.11 H31.3.20

株式会社中村工務店

¥23,500,000 ¥21,385,000 ¥21,150,000 ¥23,095,800

笛吹市消防団八代分団第３
部拠点施設新築工事

笛吹市八代町高家
鉄骨造2階建て 延床面積A=68.14㎡、 1階 車庫、2階 待機
工事 所・トイレ、ホース乾燥塔、外構工事一式
地内

H30.9.11 H31.3.20

風間興業株式会社

¥27,160,000 ¥25,662,000 ¥24,444,000 ¥27,714,960

H30.9.11 H30.10.26

不調

市道5191号線舗装修繕工事 笛吹市境川町寺尾
施工延長 L=290.5m W=3.30～3.75m アスファルト舗装
工事 （t=40mm) A=1,000㎡
（境川）
地内

H30.9.11 H30.11.9

9月4日

林道蕪入沢上芦川線舗装工 笛吹市芦川町上芦
施工延長 L=70m、W=4.5～6.0ｍ、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=378㎡、
工事 排水構造物工一式
事（５工区）
川地内

9月4日

南野呂橋外2橋橋面舗装修
繕工事（一宮）

9月4日

9月4日
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平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

場所

種別

概要

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

有限会社桃李

¥1,900,000

¥1,663,000

¥1,658,000

¥1,796,040

H30.11.29

株式会社小越建設

¥7,770,000

¥6,828,000

¥6,784,000

¥7,374,240

H30.9.11 H31.1.25

名取建設有限会社

¥8,670,000

¥7,855,000

¥7,576,000

¥8,483,400

工期（始） 工期（終）

9月4日

市道2067号線側溝改修工事 笛吹市御坂町上黒
工事 コンクリート床版 Ｌ=21.6m、Ａ=25㎡、ｔ=160mm、
（御坂）
駒地内

9月4日

市道2332号線道路改良工事 笛吹市御坂町二之
道路改良工事 Ｌ=79.5ｍ、自由勾配側溝300×500～700、舗
H30.9.11
工事 装復旧一式
その2（御坂）
宮地内

H30.9.11 H30.11.19

落札者名

9月4日 市道4322号線道路改良工事

道路改良工事 L=78.6m W=5.0～5.2ｍ
笛吹市八代町永井
工事 アスファルト舗装工 A=422㎡ 側溝工 L=82ｍ 区画線 一式
地内
擁壁工 一式

9月4日 油川川改修工事６工区

施工延長L=73ｍ、暗渠工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ B1600笛吹市石和町井戸
工事 H1100)L=73ｍ、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=342㎡、（上層・下層）路盤工 H30.9.11 H31.3.15 有限会社末木建設
地内
A=199㎡、軽量鋼矢板土留工 一式

「俳句の里」山梨県笛吹市全
笛吹市役所（市民
9月11日 国小学生・中学生俳句会作
窓口館）
品集作成委託

物品 「俳句の里」山梨県笛吹市全国小学生・中学生俳句会作品集 H30.9.19
役務 印刷製本（3,800冊）

9月11日

石和東小学校電話交換設備 笛吹市石和町中川 物品 電話機27台、多機能電話機6台、ｺｰﾄﾞﾚｽ電話機1台、無停電
機器等購入
地内
役務 電源装置、主装置等購入及び設置等更新

9月11日

御坂分団第14部詰所建設に 笛吹市御坂町大野
S造平屋建て、延べ床面積 約75㎡、詰所の敷地内及び周辺部
H30.9.19
委託 フェンス・擁壁･側溝・舗装他
伴う設計業務委託
寺地内

9月11日 林道橋定期点検業務委託

H30.12.25

H30.9.19 H30.11.30

H30.12.20

橋梁点検（簡易型） 8橋

笛吹市内

委託 （橋長5ｍ～10ｍ : 1橋 ・橋長10ｍ～15ｍ : 2橋 ・ 橋長15ｍ～

H30.9.19 H31.1.31

20ｍ : 1橋 ・ 橋長20ｍ～30ｍ : 4橋）

平成30年度 笛吹市都市計
9月11日 画マスタープラン見直し業務 笛吹市全域
委託

¥34,640,000 ¥30,742,000 ¥30,707,000 ¥33,201,360

株式会社ＳＰＣ

¥1,406,000

¥1,387,000

不適用

¥1,497,960

都築電気株式会社 甲府営業
所

¥1,644,000

¥1,133,995

不適用

¥1,224,714

小林建築設計事務所

¥1,508,000

¥1,455,000

¥1,275,000

¥1,571,400

株式会社浪速技研コンサルタ
ント 甲府営業所

¥2,973,000

¥2,550,000

¥2,371,000

¥2,754,000

¥4,860,000

¥4,600,000

¥3,866,000

¥4,968,000

委託 都市計画マスタープラン見直し業務（平成30年度業務） 一式 H30.9.19 H31.3.25 株式会社 ブレーンズ

施工延長 L=75m、W=7ｍ、(表層・基層)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=525

9月11日

市道1-20号線舗装修繕工事 笛吹市一宮町本都
㎡、
工事 （上層・下層）路盤工 A=525㎡、区画線工 一式、置換工 Ｖ
（一宮工区）
塚地内

H30.9.19 H30.11.19

株式会社カイシン

¥9,030,000

¥7,950,000

¥7,863,000

¥8,586,000

下水道関連配水管布設替工 笛吹市一宮町本都
配水管布設工事 HPPEφ50 L=26.2ｍ、給水管布設工事
工事 N=3件
事（一宮1工区）
塚地内

H30.9.19 H30.11.7

有限会社桃李

¥1,570,000

¥1,395,000

¥1,384,000

¥1,506,600

=194㎥

9月11日
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平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

場所

種別

概要

落札者名

工期（始） 工期（終）

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

9月11日

配水管DIP-NS形E種φ75 L=74.9ｍ、φ100 L=58.0ｍ、DIP下水道関連配水管布設替工 笛吹市御坂町蕎麦
工事 GX形 φ100 L=2.7m、φ75 L=8.0m、HPPEφ75 L=54.5ｍ、給 H30.9.19 H31.3.15 有限会社宮下設備
事（御坂1工区）
塚地内
水管布設工事 N=10件、仮設工事 一式

¥11,760,000 ¥10,440,000 ¥10,436,000 ¥11,275,200

9月11日

若宮地内配水管布設替工事 笛吹市 御坂町 上
（１工区）
黒駒 地内

有限会社石倉興業

¥17,390,000 ¥15,462,000 ¥15,451,000 ¥16,698,960

9月11日

DIP-GX φ150 L=50.7m、DIP-GX φ100 L=161.0m、DIP-GX
下水道関連配水管布設替工 笛吹市石和町河内
工事 φ75 L=164.5m、消火栓設置工事 1箇所、給水管布設工事 H30.9.19 H31.3.15 有限会社松山興業
事（石和2工区）
地内
N =6件、仮設工事 1式

¥26,370,000 ¥23,560,000 ¥23,554,000 ¥25,444,800

9月11日

柔道場、剣道場の天井仕上げ撤去及び新設：435㎡、ｶﾞﾗｽ飛
浅川中学校柔剣道場 非構造 笛吹市八代町岡地
工事 散防止ﾌｨﾙﾑ貼付施工：89.1㎡、柔道場・剣道場の照明器具撤 H30.9.19 H31.1.18 有限会社若杉工務所
部材等改修工事
内
去及び新設：24台 他

¥18,430,000 ¥16,599,000 ¥16,587,000 ¥17,926,920

9月11日

下水道管渠布設工事第6工
区（八代）

石和学校給食センター建設
9月11日 に伴う下水道管渠布設工事
（2工区）

配水管布設工事 HPPEφ75 L=301.4m φ50 L=102.3m 給水

工事 管布設工事 N = 10件

H30.9.19 H30.12.27

笛吹市八代町高家
管渠布設工（φ150、VU管）L=188ｍ、マンホール工 一式、管
工事 路土留工 一式、公共汚水桝設置工 4箇所、付帯工 一式
地内

H30.9.19 H31.2.28

風間興業株式会社

¥18,210,000 ¥16,632,000 ¥15,967,000 ¥17,962,560

笛吹市石和町砂原
管渠布設工（φ200、PRP管）L=115ｍ、マンホール工 一式、
工事 公共汚水桝設置工 1箇所、仮設工 一式、付帯工 一式
地内

H30.9.19 H31.2.1

株式会社芦沢組土木

¥19,380,000 ¥17,042,000 ¥17,039,000 ¥18,405,360

9月11日

下水道管渠布設工事第５工
区（石和）

管渠布設工（φ200 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)L=323m、マンホー
笛吹市石和町河内
工事 ル工 一式、公共汚水桝設置工 5箇所、ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ工 一式、 H30.9.19 H31.3.15 株式会社芦沢組土木
地内
付帯工 一式

¥38,240,000 ¥33,803,000 ¥33,791,000 ¥36,507,240

9月11日

下水道管渠布設工事第２工
区（御坂）

笛吹市御坂町蕎麦
管渠布設工（φ200 VU管）L=350.5ｍ、（φ250 VU管）L=44.0
塚・下野原・大野寺 工事 ｍ、マンホール工 一式、公共汚水桝設置工 20箇所、付帯工 H30.9.19 H31.3.15 矢崎興業株式会社
一式
地内

¥50,410,000 ¥44,675,000 ¥44,662,000 ¥48,249,000

10月2日

平成30年度 自動車騒音常
時監視業務委託

笛吹市内主要道路

10月2日

市営春日居小松団地外壁改修工事に伴う設計業務 一式
市営春日居小松団地外壁等 笛吹市春日居町小
委託 ・共同住宅(18戸)、鉄筋コンクリート造3階建て、建築面積
改修工事設計業務委託
松地内
486.46㎡(2棟)

10月2日

配水管布設替工事設計業務 笛吹市石和町、一
（2工区）
宮町地内

物品 騒音規制法第18条に基づき、市内の主要道路に面する地域に
おいて、自動車騒音に対する環境基準の達成状況を把握す
役務 る。測定箇所10箇所。現地調査及び面的評価等を行う。

委託

配水管（φ50～150、L=930m）布設替詳細設計 一式
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H30.10.10 H31.3.15

―

―

H30.10.10 H31.2.28

中外テクノス株式会社 山梨営
業所

不調

冨洋設計株式会社 山梨営業
所

¥2,308,930

¥2,070,000

不適用

¥2,235,600

―

―

―

―

¥5,890,000

¥4,695,000

¥4,692,000

¥5,070,600

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

10月2日

件名

場所

種別

概要

契約金額

株式会社 日本水道設計社 甲
府営業所

¥7,750,000

¥6,198,000

¥6,128,000

¥6,693,840

H30.10.10 H31.3.20

株式会社八木沢興業

¥7,220,000

¥6,358,000

¥6,325,000

¥6,866,640

H30.10.10 H31.1.18

有限会社タナカ設備

¥5,280,000

¥4,824,000

¥4,752,000

¥5,209,920

H30.10.10 H30.12.10

（株）石原設備

¥3,670,000

¥3,232,000

¥3,231,000

¥3,490,560

落札者名

H30.10.10 H31.2.28

笛吹市石和町地内 メンテ 市道・水路維持管理業務 一式

笛吹市御坂町成田
工事 冷暖房設備改修工一式
2200番地

配水管布設替工事設計業務
配水管（φ50～100、L=480m）布設替詳細設計 一式
笛吹市御坂町地内 委託 河川占用申請書作成 一式
（1工区）

10月2日 緊急維持修繕業務委託5

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

工期（始） 工期（終）

10月2日

みさかの湯ホール系統空調
機改修工事

10月2日

若宮地内配水管布設替工事 笛吹市 御坂町 上
（2工区）
黒駒 地内

10月2日

下水道関連配水管布設替工 笛吹市一宮町塩田
L=76.7m、消火栓 N=1基、
工事 空気弁 N=1基、給水管布設工事 N=8件、仮設管布設工事
事（一宮2工区）
地内

H30.10.10 H31.3.22

株式会社佐野緑化土木

¥15,700,000 ¥13,953,000 ¥13,952,000 ¥15,069,240

10月2日

配水管布設工事 DIP-GX形φ150 L=157.1ｍ、φ75 L=8.8
下水道関連配水管布設替工 笛吹市御坂町二之
工事 ｍ、DIP-NS（E)φ75 L=147.9ｍ、HIVP-RRφ150 L=5.0ｍ、φ
事（御坂2工区）
宮地内
75 L=1.7ｍ、給水工事N=14件、仮設管工事 一式

H30.10.10 H31.3.22

古屋設備

¥23,150,000 ¥20,650,000 ¥20,639,000 ¥22,302,000

10月2日

・ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼付施工：262.7㎡
石和中学校屋内運動場非構 笛吹市石和町小石
工事 撤去及び新設：40台
造部材等改修工事
和地内
・ｺｳﾓﾘ侵入防止対策：一式 他

H30.10.10 H31.1.31

有限会社若杉工務所

¥20,470,000 ¥18,431,000 ¥18,423,000 ¥19,905,480

10月2日

市道1-20号線歩道設置工事 笛吹市八代町岡地
工事 歩道設置工事 Ｌ=75ｍ（W=2.5m）
その4（岡工区）
内

H30.10.10 H31.2.6

有限会社桃李

¥14,380,000 ¥12,680,000 ¥12,615,000 ¥13,694,400

10月2日

下水道管渠布設工事第3工
区（御坂）

笛吹市御坂町二之
管渠布設工（φ200、ＶＵ管）L=285m、マンホール工 一式、管
工事 路土留工 一式、公共汚水桝設置工 14箇所、付帯工 一式
宮地内

H30.10.10 H31.3.22

株式会社地場工務店

¥21,640,000 ¥19,018,000 ¥19,012,000 ¥20,539,440

10月2日

下水道管渠布設工事第7工
区（一宮）

笛吹市一宮町塩田
管渠布設工（φ200、VU管）L=273ｍ、マンホール工 一式、管
工事 路土留工 一式、公共汚水桝設置工 9箇所、付帯工 一式
地内

H30.10.10 H31.3.22

武藤工業株式会社

¥26,180,000 ¥23,088,000 ¥23,041,000 ¥24,935,040

10月2日

市道1-5号線道路改良工事
（第４工区）

施工延長 L=167.15ｍ ・舗装工 A=1212.0㎡ ・円形水路工
笛吹市石和町四日
工事 L=278.61ｍ（歩道側128.88ｍ、車道側149.73ｍ） ・L型側溝工
市場・窪中島地内
L=18.90ｍ ・縁石工 L=160.14ｍ ・区画線工一式

H30.10.10 H31.3.22

武藤工業株式会社

¥37,310,000 ¥33,116,000 ¥33,008,000 ¥35,765,280

配水管布設工事 HPPEφ75 L=87.0m、 給水管布設工事 N

工事 = 3件

配水管布設工事 DIP-NS(E)φ75 L=233.4m、HPPEφ75
一式

・ｱﾘｰﾅ照明器具
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平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

場所

種別

概要

10月16日

市民活動支援課・政策課秘
書担当コピー機レンタル

笛吹市石和町市部 物品 コピー機のレンタル２台
レンタル期間は、平成30年12月1日から平成35年１１月30日
地内
役務 （※月額単価契約）

10月16日

住民基本台帳ネットワークシ
ステム更改機器購入

山梨県笛吹市石和 物品 およびソフトウェアの購入
町地内
役務 (サーバ2台、ノートPC4台、ファイアウォール2台、コンソールユ

10月16日

落札者名

工期（始） 工期（終）

H30.10.23 H30.11.30

富士ゼロックス多摩株式会社
山梨営業部

H30.10.23 H30.12.28

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

¥50,500

¥23,800

不適用

¥25,704

株式会社ＹＳＫｅ－ｃｏｍ

¥6,260,000

¥5,953,000

不適用

¥6,429,240

H30.10.23 H31.1.31

一級建築士事務所 佐藤設計

¥1,608,000

¥1,530,000

¥1,329,000

¥1,652,400

H30.10.23 H30.11.22

株式会社カワイ

¥1,040,000

¥950,000

¥820,000

¥1,026,000

H30.10.23 H30.12.21

株式会社渡辺工業

¥2,670,000

¥2,318,000

¥2,318,000

¥2,503,440

―

―

―

―

住民基本台帳ネットワークシステム更改のためのハードウェア
ニット1台、プリンタ1台、スイッチ3台)

八代分団第9部詰所建設に伴 笛吹市八代町奈良
S造 2階建て 延べ床面積 約７５㎡程度 詰所の敷地内及び
委託 周辺部フェンス・擁壁･側溝・舗装他
う設計業務委託
原地内

史跡甲斐国分寺跡公有地化
笛吹市一宮町国分
畑地設備・工作物・立竹木の移転補償、伐採補償、営業その
10月16日 畑地設備等移転調査業務委
委託 他 一式 補償料の調査委託
地内
託

10月16日

舗装本復旧工事（御坂2工
区）

笛吹市御坂町上黒
施工延長L=131m アスファルト舗装工（ｔ=5ｃｍ）
工事 ｗ=2.5ｍ～5.0ｍ
駒地内

10月16日

御坂保健センタートイレ改修
工事

・既存便器撤去後洋式便器取付け（ブースドア改修共）・男子ト
笛吹市御坂町栗合
工事 イレ1ヶ所、女子トイレ2か所
地内
・トイレブースドアの（改修）・改修に伴う電気設備の改修

10月16日

市道２１８８号線道路改良工事 笛吹市御坂町大野
工事 道路改良工事 Ｌ=４０ｍ（Ｗ=4.0）
（御坂）
寺地内

A=429㎡

―

―

不成立

H30.10.23 H31.2.19

有限会社桃李

¥3,840,000

¥3,431,000

¥3,355,000

¥3,705,480

H30.10.23 H31.3.20

株式会社小越建設

¥7,170,000

¥6,288,000

¥6,281,000

¥6,791,040

上寺尾地内農道新設工事（2 笛吹市境川町寺尾
装工 A=786㎡
工事 ブロック積工 A=68㎡、擁壁工 V=80.1㎥、舗装留工 L=36.8m、
工区）
地内

H30.10.23 H31.2.21

株式会社佐野緑化土木

¥22,180,000 ¥19,600,000 ¥19,578,000 ¥21,168,000

建築物解体：延床面積 RC1,274㎡、鉄骨棟 410㎡、アスベスト
笛吹市春日居町寺
工事 （煙突断熱材・配管断熱材）の撤去、付属施設の撤去、樹木の
本地内
伐採

H30.10.30 H31.2.6

鈴健興業株式会社

¥50,050,000 ¥48,000,000

H30.10.30 H31.3.8

不調

10月16日 緊急維持修繕業務委託4

笛吹市一宮町・春
日居町地内

メンテ 市道・水路維持管理業務 一式

施工延長 支線1 L=156m、支線2 L=89m、W=3m、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗

10月16日

付帯工一式

10月23日 春日居支所旧庁舎解体工事

不適用 ¥51,840,000

市営春日居小松団地、石和上平井第一団地、八代高家団地

10月23日

市営特定公共賃貸住宅駐車 笛吹市春日居町小
駐車場整備工事 一式
工事 ・アスファルト舗装工A=765㎡、透水性舗装工A=110㎡、その他
場整備工事
松地内他２箇所
付帯工事

16/26

―

―

―

―

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

場所

種別

概要

落札者名

工期（始） 工期（終）

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

【市営八代三反田団地(12戸) 鉄筋コンクリート造3階建て、建

市営八代三反田団地外壁改 笛吹市八代町米倉
築面積290.31㎡、延床面積821.08㎡】 外壁改修（外壁塗装改
工事 修、ひび割れ補修等）、外部改修（通路補修）および、外壁改
修工事
地内

H30.10.30 H31.2.6

株式会社中村工務店

¥12,040,000 ¥11,200,000 ¥10,836,000 ¥12,096,000

10月23日

さくら温泉通り植栽改修工事
(その2）

H30.10.30 H31.3.5

有限会社須田造園

¥18,310,000 ¥17,380,000 ¥16,040,000 ¥18,770,400

10月23日

基盤整備A＝2250㎡：土工(盛土工)、法尻保護土のう(土のう積
史跡甲斐国分寺跡第一期整 笛吹市一宮町国分
工事 工)、 自然石階段工(自然石縁石 現場発生材)、柵工(丸太柵
備工事
地内
工)、平面表示工(半割丸太)、案内看板（案内看板設置）等

H30.10.30 H31.2.28

不調

10月23日

・大型VS側溝 L=42.71ｍ（700～800×1100） ・現場打集水桝
市道1410号線道路側溝改修 笛吹市石和町井戸
工事 N=1基
工事
地内
・現場打土留壁 L=14.04m ・現場打水路壁 L=1.08ｍ

H30.10.30 H31.2.28

10月23日

農業施設緊急補修業務委託 笛吹市石和町・春
（４工区）
日居町地内

メンテ ・緊急補修修繕工（石和町・春日居町内）一式

10月23日

農業施設緊急補修業務委託 笛吹市八代町・境
（６工区）
川町・芦川町地内

10月23日

農業施設緊急補修業務委託 笛吹市御坂町・一
（5工区）
宮町地内

10月23日

10月23日

10月23日

修に伴う設備改修 一式

笛吹市石和町川中
工事 枯損の可能性が高い36本の桜の伐採及び植替え工事
島地内

―

―

―

―

有限会社末木建設

¥7,720,000

¥6,810,000

¥6,740,000

¥7,354,800

H30.10.30 H31.3.22

株式会社正建工業

¥9,800,000

¥8,593,000

¥8,570,000

¥9,280,440

メンテ ・緊急補修修繕工（八代町・境川町・芦川町内）一式

H30.10.30 H31.3.22

不成立

―

―

―

―

メンテ ・緊急補修修繕工（御坂町・一宮町内）一式

H30.10.30 H31.3.22

不成立

―

―

―

―

市道２１５７号線道路改良工事 笛吹市御坂町蕎麦
道路改良工事 Ｌ=129ｍ、自由勾配側溝Ｌ=121ｍ、集水桝２カ
工事 所、現場打側溝Ｌ=2ｍ、舗装復旧一式
（御坂）
塚地内

H30.10.30 H31.2.26

有限会社末木建設

¥17,710,000 ¥15,588,000 ¥15,565,000 ¥16,835,040

市道１－２４号線道路改良工 笛吹市御坂町井之
道路改良工事 Ｌ=151ｍ、排水構造物Ｌ=161ｍ、擁壁工Ｖ=12
工事 ㎥、舗装復旧一式
事その１（御坂）
上、成田地内

H30.10.30 H31.2.26

有限会社荻野土建

¥18,180,000 ¥17,200,000 ¥15,983,000 ¥18,576,000

10月23日 沢口橋耐震補強・補修工事

笛吹市芦川町鶯宿
水平力分担構造 Ｎ＝4箇所、鋼製ブラケット Ｎ＝6箇所、表
工事 面含浸工 Ａ＝75㎡、伸縮装置補修工 Ｌ＝9.3ｍ
地内

H30.10.30 H31.3.15

不成立

10月23日 農道5-4084号線改良工事

笛吹市八代町米倉
・施工延長 L=144.16m W=4.0m・擁壁工一式・ﾌﾞﾛｯｸ張工
工事 A=76㎡・ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工A=578㎡
地内

H30.10.30 H31.3.15

有限会社荻野土建

17/26

―

―

―

―

¥19,420,000 ¥17,800,000 ¥17,122,000 ¥19,224,000

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

10月23日 竹居地内水路改修工事

場所

種別

概要

落札者名

工期（始） 工期（終）

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

・施工延長 L=198.0m ・自由勾配側溝工（600×600～1200）
笛吹市御坂町竹居
工事 L=46.0m ・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝工(600×600)L=141.0ｍ (300
地内
×300)L=2.4m ・擁壁工一式・ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工A=130㎡

H30.10.30 H31.3.15

不成立

―

―

―

―

水平力分担構造 Ｎ＝8箇所、コンクリートブラケット Ｎ＝4箇
笛吹市芦川町上芦
工事 所、舗装打換え工／橋面防水工 Ａ＝243㎡、地覆・下部工補
川地内
修 一式

H30.10.30 H31.3.15

不成立

―

―

―

―

10月23日

芦川大橋耐震補強・補修工
事

10月23日

道路改良工事 施工延長 L=296m W=7.2m～7.9m
市道1-32号線道路改良工事 笛吹市八代町永井
工事 側溝工L=320m、重力式擁壁V=45㎥、集水桝工N=6箇所、区
（永井１工区）
地内
画線工一式

H30.10.30 H31.3.8

矢崎興業株式会社

¥36,520,000 ¥32,306,000 ¥32,304,000 ¥34,890,480

10月23日

道路改良工事 施工延長 L=295m W=6.7m～9.0m
市道1-32号線道路改良工事 笛吹市八代町永井
工事 側溝工L=239m、重力式擁壁V=130㎥、集水桝工N=4箇所、区
（永井2工区）
地内
画線工一式

H30.10.30 H31.3.8

株式会社八木沢興業

¥36,190,000 ¥32,880,000 ¥32,008,000 ¥35,510,400

11月6日

笛吹市いちのみや
平成31年笛吹市成人式会場
桃の里スポーツ公
設営委託
園体育館

H30.11.13 H31.1.17

株式会社タイキ

¥884,500

¥828,000

不適用

¥894,240

11月6日

測量業務 現地測量 A=8,000㎡、路線測量 L=150m、用地
下矢作地内農道測量・設計・ 笛吹市一宮町下矢
委託 測量 A=8,800㎡
調査業務委託
作地内
設計業務 道路（詳細）設計 L=150m、調査業務 一式

H30.11.13 H31.3.22

株式会社カワイ

¥8,451,000

¥8,000,000

¥6,630,000

¥8,640,000

11月6日

市道１-13号線左岸側仮設構 笛吹市石和町砂原
工事 待避所撤去 一式、仮設道路撤去 一式、仮桟橋撤去 一式
造物撤去工事
地内

H30.11.13 H31.1.30

不成立

―

―

―

―

11月6日

市道2-60号線カーブ改修工
事

施工延長 L=125m W=4m、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 10本、T型ブロック
笛吹市境川町寺尾
工事 工 一式、自由勾配側溝 L=51m、現場打横断水路 L=19m、
地内
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 22本、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 A=609㎡

H30.11.13 H31.3.13

不成立

―

―

―

―

11月20日

八代学校給食センター給食
調理業務等委託(債務)

笛吹市八代町岡地 物品 笛吹市八代学校給食センターの給食調理業務等の委託
内
役務 委託期間：H31.4.1-H34.3.31

H30.11.27 R4.3.31

株式会社馬渕商事

第2期笛吹市子ども・子育て
11月20日 支援事業計画策定に係る
ニーズ調査業務委託

笛吹市石和町市部 物品 実態調査・現状と課題の整理、会議支援、報告書の作成
地内
役務

H30.11.27 H31.3.28

公益財団法人山梨総合研究所

笛吹市春日居町加
天窓部分の雨漏り改修・天窓排煙装置改修・サッシ開閉軽量
委託 化他
茂地内

H30.11.27 H31.2.28

不調

11月20日

春日居福祉保健センター改
修工事設計業務委託

物品
平成31年笛吹市成人式会場の設営業務 1式
役務

18/26

¥93,888,000 ¥75,600,000

不適用 ¥81,648,000

¥2,465,000

¥1,890,000

不適用

¥2,041,200

―

―

―

―

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

11月20日 八代町内測量設計業務委託

場所

笛吹市八代町竹
居・奈良原地内

種別

概要

工期（始） 工期（終）

落札者名

・現地測量 A=13,200㎡、路線測量 L=880m、用地測量

委託 A=8800㎡

H30.11.27 H31.3.22

株式会社カワイ

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

¥14,520,000 ¥14,000,000 ¥11,447,000 ¥15,120,000

・道路設計 L=440m、水路設計 L=440m

11月20日

メッシュフェンス撤去工 L=76.4m ろ過機撤去 1基 計装
御坂浄水場関連夏目原配水 笛吹市御坂町夏目
工事 盤等撤去 一式 配管類撤去 一式 コンクリート構造物取
池解体工事
原地内
壊し運搬処理 L=156㎥

H30.11.27 H31.2.28

矢崎興業株式会社

11月20日

市営石和広瀬団地既存木造 笛吹市石和町広瀬
工事 ・既存木造住宅解体工事（7棟）、及び付帯工作物の撤去
住宅解体工事
地内

H30.11.27 H31.3.6

矢崎興業株式会社

11月20日

舗装本復旧工事（御坂3工
区）

H30.11.27 H31.1.31

株式会社カイシン

¥1,520,000

¥1,330,000

¥1,322,000

¥1,436,400

11月20日

市道1372号線舗装本復旧工 笛吹市石和町砂原
施工延長L=170ｍ、W=3.0～4.1ｍ、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=616㎡、
工事 上層路盤工A=616㎡、区画線工 一式
事
地内

H30.11.27 H31.1.11

株式会社日昇建設

¥3,490,000

¥3,060,000

¥3,044,000

¥3,304,800

11月20日

市道１-13号線歩道舗装工事 笛吹市石和町砂原
アスファルト舗装L=178.8m W=2.5m Ａ＝488㎡（表層工t=3cm、
工事 路盤工t=10cm）
（１工区）
地内

H30.11.27 H31.1.30

中央舗道建設有限会社

¥2,860,000

¥2,497,000

¥2,490,000

¥2,696,760

11月20日

舗装本復旧工事第3工区（石 笛吹市石和町下平
施工延長 L=139ｍ、平均幅員W=3.8ｍ、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
工事 A=533㎡、上層路盤工 A=286㎡、撤去工 一式
和）
井地内

H30.11.27 H31.1.25

株式会社ＭＵＫＡＩ

¥2,890,000

¥2,520,000

¥2,510,000

¥2,721,600

11月20日

施工延長 L=196ｍ、平均幅員W=5.4ｍ、アスファルト舗装工
舗装本復旧工事第4工区（御 笛吹市御坂町金川
工事 A=1,080㎡、上層路盤工 A=402㎡、区画線工 一式、撤去工
坂）
原地内
一式

H30.11.27 H31.2.8

株式会社飯塚工業

¥7,060,000

¥6,500,000

¥6,136,000

¥7,020,000

11月20日

市営特定公共賃貸住宅駐車 笛吹市春日居町小
駐車場整備工事 一式
工事 ・アスファルト舗装工A=765㎡、透水性舗装工A=110㎡、その他
場整備工事
松地内他２箇所

H30.11.27 H31.3.20

株式会社渡辺工業

¥8,730,000

¥7,678,000

¥7,615,000

¥8,292,240

笛吹市石和町山崎
施工延長L＝263m W=7.0m As舗装工Ａ＝1838.2㎡(表層ｔ
工事 ＝5ｃｍ 上層路盤ｔ＝10cm） 区画線工一式
地内

H30.11.27 H31.2.22

株式会社渡辺工業

¥9,000,000

¥7,858,000

¥7,854,000

¥8,486,640

市之蔵配水場緊急遮断弁更 笛吹市一宮町土塚
工事 緊急遮断弁 １台、緊急遮断弁用制御盤 １面、地震計 １台
新工事
地内

H30.11.27 H31.3.15

甲信商事株式会社 甲府支店

笛吹市御坂町下黒
施工延長L=85m アスファルト舗装工（ｔ=4ｃｍ）、A=292㎡、ｗ
工事 =2.2ｍ～2.9ｍ
駒地内

¥9,750,000

¥9,500,000

不適用 ¥10,260,000

¥11,570,000 ¥11,000,000

不適用 ¥11,880,000

市営春日居小松団地、石和上平井第一団地、八代高家団地
付帯工事

11月20日 市道1542号線舗装工事

11月20日

19/26

¥20,350,000 ¥19,500,000 ¥18,207,000 ¥21,060,000

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

11月20日

御坂保健センタートイレ改修
工事

11月20日

場所

種別

概要

落札者名

工期（始） 工期（終）

・既存便器撤去後洋式便器取付け（ブースドア改修共）・男子ト
笛吹市御坂町栗合
工事 イレ1ヶ所、女子トイレ2か所
地内
・トイレブースドアの（改修）・改修に伴う電気設備の改修

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

¥1,759,000

¥1,750,000

¥1,583,000

¥1,890,000

H30.11.27 H31.1.31

米山工務店

石和農村スポーツ広場屋外ト 笛吹市石和町広瀬
工事 RC造公園トイレの和便器６器を洋便器に改修、及び付帯工事
イレ改修工事
地内

H30.11.27 H31.2.28

不調

―

―

―

―

11月20日

・衛生設備（洋式大便器2組、幼児用大便器6組、小便器8組）
石和第一保育所トイレ改修工 笛吹市石和町八田
工事 設置撤去、壁塗装、床タイル張替、トイレブース撤去後再取
事
地内
付、換気扇、照明入替等 一式

H30.11.27 H31.3.15

不成立

―

―

―

―

11月20日

成田川外 除草・浚渫等河川
維持業務委託

H30.11.27 H31.3.6

株式会社小越建設

¥1,830,000

¥1,608,000

¥1,606,000

¥1,736,640

11月20日

市道２４８７号線側溝改修工事 笛吹市御坂町国衙
工事 プレキャストＵ型側溝 Ｌ=20ｍ、合流桝１カ所、舗装復旧一式
（御坂）
地内

H30.11.27 H31.2.14

有限会社荻野土建

¥3,610,000

¥3,150,000

¥3,146,000

¥3,402,000

11月20日

・サイン施設設置 2基（石和源泉足湯ひろば、八代ふるさと公
笛吹市石和町川中
平成30年度 笛吹市サイン施
園）
島地内、八代町岡 工事 ・アスファルト舗装工（カラー舗装 t=5cm） A=53㎡ ・付帯工
設設置工事
地内
一式

H30.11.27 H31.3.15

有限会社若杉工務所

¥4,230,000

¥3,700,000

¥3,697,000

¥3,996,000

11月20日

下水道管渠耐震化工事第8
工区（石和）

笛吹市石和町市部
過剰間隙水圧消散工 一式
工事 対象人孔11箇所
地内

H30.11.27 H31.3.15

株式会社上組

¥8,410,000

¥7,355,000

¥7,336,000

¥7,943,400

笛吹市境川町寺尾
道路延長L=129m 幅員W=4m ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 V=15.7㎥
工事 舗装止工 L=144.7m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=540㎡ 進入路工 一式
地内

H30.11.27 H31.3.12

株式会社日工建設

¥10,170,000

¥9,000,000

¥8,914,000

¥9,720,000

施工延長 L=111.0m、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝工(400*400)L=77
藤垈地内水路改修工事（２工 笛吹市境川町藤垈
工事 ｍ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工一式、擁壁工一式・ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工
区）
地内
A=301㎡

H30.11.27 H31.3.15

不調

―

―

―

―

12月4日

消防団クイック・ストレーナー
購入

H30.12.11 H31.2.22

東八防災株式会社

¥1,275,000

¥1,258,000

不適用

¥1,358,640

12月4日

笛吹市役所本庁・
87箱（4,350食分）、ひじき御飯
平成30年度災害備蓄食糧購
物品 備蓄食糧の購入：わかめ御飯
87箱（4,350食分）、きのこ御飯 86箱（4,300食分） 備考：各1
支所及び関連備蓄
入
役務 箱50袋入り（1袋100g）
倉庫

H30.12.11 H31.2.28

東八防災株式会社

¥3,003,000

¥2,149,100

不適用

¥2,321,028

11月20日 市道5215号線拡幅工事

11月20日

笛吹市地内

笛吹市役所 本館

メンテ 除草及び河床浚渫等業務 ４カ所

物品 低水位吸水装置（クイック・ストレーナー）購入 17台
役務

20/26

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

場所

12月4日

公立保育所植栽管理業務委
笛吹市内（7箇所）
託

12月4日

みさかの湯 ボイラー改修工
事

12月4日

12月4日

種別

概要

工期（始） 工期（終）

物品 石和第一、石和第二、石和第四、御坂東、御坂西、御坂葵、か
役務 すがい西保育所の植栽管理一式

落札者名

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

¥846,000

¥840,000

不適用

¥907,200

¥5,672,000

¥5,386,000

¥5,104,000

¥5,816,880

H30.12.11 H31.2.28

株式会社佐野緑化土木

H30.12.11 H31.3.22

有限会社タナカ設備

市営石和長塚団地既存住宅 笛吹市石和町市部
工事 ・既存住宅解体工事（2棟14戸）、及び付帯工作物の撤去
解体工事
地内

H30.12.11 H31.3.20

矢崎興業株式会社

笛吹市管内区画線維持修繕 笛吹市石和町地内
工事 区画線工L=3,000ｍ
業務2
他

H30.12.11 H31.3.22

株式会社ロード

¥2,720,000

¥2,390,000

¥2,346,000

¥2,581,200

H30.12.11 H31.2.28

株式会社渡辺工業

¥3,060,000

¥2,658,000

¥2,657,000

¥2,870,640

12月4日 市道1-16号線舗装修繕工事

笛吹市御坂町成田
工事 給湯設備【ボイラー1台】の改修
2200番地

笛吹市一宮町末木
施工延長 L=73m、W=7ｍ、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=511㎡、区画線
工事 工一式
地内

¥23,360,000 ¥23,300,000

不適用 ¥25,164,000

12月4日

御坂浄水場関連配水管布設 笛吹市御坂町井之
配水管布設工事 DIP GX形 φ250㎜ L=230.0m、φ200㎜
工事 L=29.0m、φ150mm L=7.0ｍ
工事（1工区）
上地内

H30.12.11 H31.3.11

（株）石原設備

12月4日

配水管工事 （SUS304φ75 L＝1.06ｍ、 SUS304φ125 L＝
川中島配水場配水管更新工 笛吹市石和町川中
工事 7.09ｍ、SUS304φ150 L＝2.36ｍ、 SUS304φ200 L＝2.75
事
島地内
ｍ）一式、仮設配管工事 一式、配水ポンプ調整試験 一式

H30.12.11 H31.3.15

甲信商事株式会社 甲府支店

¥9,680,000

¥9,540,000

¥8,629,000 ¥10,303,200

施工延長 L=54m、 自由勾配側溝工 （300×300～600）Ｌ＝50
笛吹市一宮町田中
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
工事 ｍ、自由勾配側溝工（500×500）Ｌ＝4ｍ、
地内
工 A=28㎡、

H30.12.11 H31.2.28

株式会社カイシン

¥2,820,000

¥2,465,000

¥2,458,000

¥2,662,200

市道2-58号線擁壁改修工事 笛吹市境川町藤垈
施工延長Ｌ＝２４ｍ、ブロック積擁壁工Ａ＝２７㎡、ガードパイプ
工事 Ｌ＝２４ｍ
（境川）
地内

H30.12.11 H31.2.28

株式会社正建工業

¥4,280,000

¥3,733,000

¥3,732,000

¥4,031,640

H30.12.11 H31.3.15

株式会社小越建設

¥8,870,000

¥7,863,000

¥7,754,000

¥8,492,040

H30.12.11 H31.3.15

有限会社桃李

¥9,430,000

¥9,216,000

¥8,189,000

¥9,953,280

12月4日 市道3311号線側溝改修工事

12月4日

石和町四日市場・窪中島地
12月4日 内農業用水路改修工事１工
区

12月4日

笛吹市石和町四日
施工延長L=187m、側溝工（PU３型側溝300*300）L=187ｍ、ｺﾝ
工事 ｸﾘｰﾄ舗装工A=172㎡
市場地内

市道１-13号線左岸側仮設構 笛吹市石和町砂原
工事 待避所撤去 一式、仮設道路撤去 一式、仮桟橋撤去 一式
造物撤去工事
地内
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¥18,450,000 ¥16,424,000 ¥16,421,000 ¥17,737,920

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

場所

種別

概要

落札者名

工期（始） 工期（終）

12月4日

安定処理 A=820㎡、カルバート工 L=21m、排水構造物工
市道１-13号線道路改良工事 笛吹市八代町増利
工事 L=168m、集水桝N=3、路盤工A=902㎡、アスファルト舗装
（13工区）
地内
A=101㎡、縁石工L=116m

1月22日

笛吹市石和学校給食セン
ター ブラインド購入

1月22日

石和北小学校電話交換設備 笛吹市石和町松本 物品 電話機27台、多機能電話機6台、ｺｰﾄﾞﾚｽ電話機1台、無停電
機器等購入
地内
役務 電源装置、主装置等購入及び設置等更新

1月22日

H30.12.11 H31.3.15

株式会社正建工業

H31.1.29 H31.3.27

株式会社 正直堂 笛吹市営業
所

H31.1.29 H31.3.20

２色印刷機レンタル（御坂、一 笛吹市御坂町夏目 物品 レンタル期間は平成31年3月1日から平成36年2月29日までの
宮、境川支所）
原地内他２箇所
役務 60ヶ月。

笛吹市石和町砂原
物品 笛吹市石和学校給食センター用のブラインドの購入
地内(笛吹市石和学
役務
校給食センター)

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

¥19,270,000 ¥18,333,000 ¥16,935,000 ¥19,799,640

¥996,000

¥520,000

不適用

¥561,600

都築電気株式会社 甲府営業
所

¥1,649,000

¥1,033,000

不適用

¥1,115,640

H31.1.29 H31.2.28

アルプス事務機有限会社

¥4,548,000

¥4,260,000

不適用

¥4,677,600

笛吹市石和学校給食セン
笛吹市石和町砂原
物品
笛吹市石和学校給食センター用の調理用具類等の備品購入
1月22日 ター 調理道具類ほか備品購 地内(笛吹市石和学
役務
入
校給食センター)

H31.1.29 H31.3.27

株式会社日新厨房企画

¥5,460,000

¥3,849,700

不適用

¥4,157,676

¥6,908,000

¥6,520,000

不適用

¥7,041,600

―

―

―

―

¥4,347,000

¥3,935,900

不適用

¥4,250,772

¥4,413,000

¥4,170,000

不適用

¥4,503,600

２色印刷機のレンタル3台

機器仕様書等の詳細は仕様書参照のこと。※単価契約

1月22日

笛吹市石和学校給食セン
ター 事務機器類購入

笛吹市石和町砂原
物品 笛吹市石和学校給食センター用の机、椅子、ロッカー等の購
地内(笛吹市石和学
役務 入
校給食センター)

H31.1.29 H31.3.27

株式会社小林事務機

1月22日

笛吹市石和学校給食セン
ター 生ごみ処理機購入

笛吹市石和町砂原
物品 笛吹市石和学校給食センター用の生ごみ処理機の購入
地内(笛吹市石和学
役務
校給食センター)

H31.1.29 H31.3.28

不成立

1月22日

下水道管路清掃業務委託（1 笛吹市石和町・一
工区）
宮町地内

物品 管路清掃延長 L＝2,557ｍ マンホール目視調査99箇所 テ
役務 レビカメラ L＝630ｍ

H31.1.29 H31.3.15

株式会社 天一サービス 石和
営業所

1月22日

下水道管路清掃業務委託（2 笛吹市八代町・境
工区）
川町地内

物品 管路清掃延長 L＝2,666ｍ マンホール目視調査123箇所 テ H31.1.29 H31.3.15
株式会社山梨環境サービス
役務 レビカメラ L＝507ｍ

1月22日

境川浄水場関連送水管布設 笛吹市石和町、八
工事設計業務
代町地内

委託

1月22日

一宮町石地内水路測量・設
計業務委託

送水管（φ150、L=475m）新設詳細設計 一式

測量業務 現地測量 A=9,000㎡、路線測量 L=190m、用地
笛吹市一宮町石地
委託 測量 A=12,000㎡
内
設計業務 水路道路（詳細）設計 L=190m
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H31.1.29 H31.3.27

株式会社 ブレーンズ

¥2,280,000

¥2,000,000

¥1,820,000

¥2,160,000

H31.1.29 H31.3.29

株式会社カワイ

¥7,250,000

¥6,650,000

¥5,698,000

¥7,182,000

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

場所

種別

概要

工期（始） 工期（終）

落札者名

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

1月22日

一宮支所事務室電気改修工 笛吹市一宮町末木
工事 一宮支所事務室ＬＥＤ照明及び非常用電気改修工事
事
地内

H31.1.29 H31.3.22

有限会社中村住電設備

¥3,900,000

¥3,786,000

¥3,504,000

¥4,088,880

1月22日

舗装本復旧工事（御坂4工
区）

笛吹市御坂町上黒
施工延長L=97m アスファルト舗装工（ｔ=4ｃｍ）
工事 ｗ=3.5ｍ～4.9ｍ
駒地内

H31.1.29 H31.3.15

株式会社日昇建設

¥1,740,000

¥1,520,000

¥1,512,000

¥1,641,600

1月22日

舗装本復旧工事（境川1工
区）

笛吹市境川町大坪
施工延長L=87.5m、幅員W=2.9m、アスファルト舗装工A=258
工事 ㎡、区画線工 一式
地内

H31.1.29 H31.3.8

株式会社渡辺工業

¥1,580,000

¥1,378,000

¥1,372,000

¥1,488,240

1月22日

アスファルト舗装工 L=70m W=7m A=457㎡
市道1-28号線舗装修繕工事 笛吹市御坂町夏目
工事 区画線工 一式 薄層カラー舗装工（グリーンベルト） A=47
(御坂)
原地内
㎡

H31.1.29 H31.3.19

株式会社ＭＵＫＡＩ

¥3,270,000

¥2,880,000

¥2,841,000

¥3,110,400

1月22日

市道5177号線舗装修繕工事 笛吹市境川町藤垈
アスファルト舗装工
工事 Ｌ＝234ｍ、Ｗ＝3.80～4.80ｍ、Ａ＝1050㎡
（境川）
地内

H31.1.29 H31.3.19

株式会社渡辺工業

¥5,620,000

¥4,898,000

¥4,894,000

¥5,289,840

1月22日 春日居支所駐車場舗装工事

舗装工、上層路盤工 A=1,496㎡、自由勾配側溝工
笛吹市春日居町寺
工事 L=52m(300×300横断用L=48m、300×300縦断用L=4m)、浸透 H31.1.29 H31.3.15 株式会社ＭＵＫＡＩ
本地内
桝工 N=4基、区画線工 一式

¥10,790,000

¥9,700,000

¥9,428,000 ¥10,476,000

1月22日 農道5-2348号線改良工事

・施工延長 L=160.9m W=4.0m ・擁壁工、小型水路工一式 ・
笛吹市御坂町成田
H31.1.29 H31.3.29 有限会社桃李
工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工A=84㎡
地内
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=636㎡

¥10,420,000

¥9,237,000

¥9,136,000

¥9,975,960

¥53,271

¥41,900

不適用

¥45,252

A=369㎡

笛吹市石和町市部 物品 車両１台、装備品・付属品、文字入れ（笛吹市）、メンテナンス、
諸経費
※月額単価契 H31.2.5 H31.3.1 株式会社トヨタレンタリース山梨
777 笛吹市役所
役務 約 賃貸借期間H31.3.1からH36.2.29まで

1月29日

公用車賃貸借（普通乗用車
HV）

1月29日

笛吹管内測量設計業務委託
笛吹市地内
その2

1月29日

道路詳細設計(Ｂ) Ｌ=110ｍ、基準点測量・路線測量・現地測

H31.2.5 H31.3.27

株式会社宮下測量

¥4,450,000

¥4,050,000

¥3,488,000

¥4,374,000

一宮西小学校他通学路整備 笛吹市一宮町金田
線）L=18ｍ、区画線工（文字・記号）L=713ｍ、薄層カラー舗装
工事 （ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面）A=49㎡、薄層カラー舗装（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面）
工事
地内他

H31.2.5 H31.3.27

交通工業株式会社

¥3,150,000

¥2,850,000

¥2,743,000

¥3,078,000

笛吹市消防本部IP電話交換機及び電話機更新設定工事
笛吹市消防本部IP電話更新 笛吹市石和町下平
工事 電話交換機1台、電話機3種類計67台、コードレス基地局3台、
工事
井２０４
その他工事・費用一式

H31.2.5 H31.3.25

中楯電気株式会社

¥6,638,400

¥6,070,000

¥5,974,000

¥6,555,600

委託 量 一式、

区画線工（外側線）L=1187ｍ、区画線工（停止線・停止誘導
A=153㎡

1月29日
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平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

1月29日 大谷沢堰改修工事

場所

種別

概要

落札者名

工期（始） 工期（終）

施工延長 L=2.0m
笛吹市八代町米倉
工事 ・ＶＵ管布設 L=1.0ｍ ・アスファルト舗装工A=38㎡・仮設工（ラ H31.2.5 H31.3.22 不成立
地内
イナープレート）Ｈ＝5.0ｍ

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額
―

―

―

契約金額

―

1月29日

田中地内水路改修工事（明
許）

水路改修工事 施工延長 L=139ｍ、オープン水路工 U型
笛吹市一宮町田中
工事 B1000×H1000 L=135m、
地内
自由勾配側溝 B1000×H900 L=4m

H31.2.5

R1.5.31

株式会社小越建設

¥12,790,000 ¥11,803,000 ¥11,222,000 ¥12,747,240

1月29日

藤垈地内水路改修工事(明
許)

施工延長 L=111.0m、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝工(400*400)L=77
笛吹市境川町藤垈
工事 ｍ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工一式、擁壁工一式・ｺﾝｸﾘｰト舗装A=301
地内
㎡

H31.2.5

R1.5.31

有限会社若杉工務所

¥19,400,000 ¥19,340,000 ¥17,096,000 ¥20,887,200

農道改良工事 施工延長L=256ｍ、W=4m、自由勾配側溝
笛吹市一宮町石地
工事 500×500 L=103m、500×700 L=22ｍ、現場打擁壁 V=51
内
㎥、ブロック積 A=106㎡

H31.2.5

R1.5.31

株式会社佐野緑化土木

¥24,000,000 ¥21,230,000 ¥21,199,000 ¥22,928,400

1月29日 石地内農道改良工事（明許）

2月12日

公立保育所食器消毒保管庫
笛吹市内2箇所
入替

2月12日 事務用椅子購入

2月12日

H31.2.19 H31.3.22

北沢産業株式会社 甲府営業
所

物品 事務用椅子 27脚
役務

H31.2.19 H31.3.25

H31.2.19 H31.3.22

かすがい西保育所スチームコ 笛吹市春日居町熊 物品 スチームコンベクションオーブン設置撤去等 一式
ンベクションオーブン入替
野堂地内
役務

2月12日 消防団新入団員貸与品購入

2月12日

笛吹市役所本館他

物品
公立保育所食器消毒保管庫設置撤去等一式
役務

¥977,000

¥698,000

不適用

¥753,840

株式会社小林事務機

¥1,418,580

¥1,296,000

不適用

¥1,399,680

北沢産業株式会社 甲府営業
所

¥1,257,500

¥744,000

不適用

¥803,520

¥30,200

¥28,900

不適用

¥31,212

¥7,850,000

¥7,550,000

¥7,065,000

¥8,154,000

¥5,020,000

¥5,000,000

¥4,518,000

¥5,400,000

―

―

―

―

笛吹市役所本館及 物品 消防団新入団員に係る消防活動服、活動帽子、長編み上靴一 H31.2.19 H31.3.27
東八防災株式会社
び各支所
役務 式の単価契約

スコレーセンター自家発電機 笛吹市石和町広瀬
工事 非常電源設備（発電機）3φ3W200V.30KVAの既存撤去、新設 H31.2.19 R1.5.24 有限会社中村住電設備
更新工事（明許）
地内

2月12日 うかい屋追加工事（明許）

笛吹市石和町下平
木造一部鉄骨造平屋建て、延床面積：70.38㎡、建築面積：
工事 72.93㎡の床改修及び内装改修、設備改修
井地内

2月26日 消防団消耗品購入

笛吹市役所本館及 物品 消防団用ヘルメット・鳶口・誘導棒・LED懐中電灯・LEDヘッドラ H31.3.5 H31.3.28
不調
び各支所
役務 イト 他
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H31.2.19

R1.5.7

米山工務店

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

2月26日 消防団物品購入

場所

種別

概要

落札者名

工期（始） 工期（終）

笛吹市役所本館及 物品 ポンプ用ホース・発電機・消火栓ホース格納箱・LED投光機
び各支所
役務 他

H31.3.5 H31.3.28

東八防災株式会社

H31.3.5

甲信商事株式会社 甲府支店

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

¥2,964,150

¥3,030,426

¥2,805,950

不適用

2月26日

・DIP-GX φ150 L＝22.5ｍ SUS 150A L＝25.8ｍ ・流入
御坂浄水場関連市之蔵配水 笛吹市一宮町土塚
工事 電動弁室 φ100 １箇所
場流入施設改良工事（繰越） 地内
・流入電動弁制御盤 １面 ・既設計装盤機能増設

2月26日

市道3366号線路側改修工事 笛吹市一宮町新巻
施工延長 Ｌ＝9ｍ、コンクリートブロック積工 Ａ＝28㎡、ガード
H31.3.5 H31.4.26 株式会社正建工業
工事 パイプ工 Ｌ＝9ｍ
(明許）
地内

¥2,340,000

¥2,074,000

¥2,041,000

¥2,239,920

2月26日

市道1-24号線道路改良工事 笛吹市御坂町成田
道路改良工事 Ｌ=70ｍ、自由勾配側溝（400×400）L=70ｍ、
工事 舗装復旧 一式
その2（御坂）(明許）
地内

H31.3.5

R1.5.23

有限会社末木建設

¥5,580,000

¥4,990,000

¥4,864,000

¥5,389,200

2月26日

施工延長 支線1 L=96m、支線2 L=65m、W=3m、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
上寺尾地内農道新設工事（3 笛吹市境川町寺尾
工事 工 A=495㎡
工区）（明許）
地内
擁壁工 V=38㎥、舗装留工 L=12m、付帯工一式

H31.3.5

R1.6.12

有限会社笛南興業

¥10,470,000

¥9,190,000

¥9,180,000

¥9,925,200

2月26日

準用河川赤坂川護岸工事
（明許）

¥4,420,000

¥3,841,000

¥3,841,000

¥4,148,280

2月26日

盛土 V=7,240㎥、補強土壁 A=97㎡、コンクリートブロック積
市道1-13号線道路改良工事 笛吹市石和町砂原
工事 A=100㎡、側溝工 L=123m
（12工区）(明許)
地内

H31.3.5

―

―

―

―

3月12日

春日居南部配水場配水管更 笛吹市春日居町小
配水管工事 一式、仮設配管工事 一式、配水ポンプ調整試
工事 験 一式
新工事（繰越）
松地内

H31.3.19 R1.7.31

甲信商事株式会社 甲府支店

3月12日

市道6122号線側溝改修工事 笛吹市春日居町鎮
施工延長 L=51m、自由勾配側溝工（500×500 L=40m、500
工事 ×600 L=11ｍ）
（明許）
目地内

H31.3.19 R1.5.31

株式会社正建工業

¥3,420,000

¥2,983,000

¥2,982,000

¥3,221,640

3月12日

市道1104号線側溝改修工事 笛吹市石和町窪中
施工延長 L=53m、自由勾配側溝工（400×400 L=35m、400
工事 ×500 L=18ｍ）、舗装工A=116㎡(t=4cm)
（明許）
島地内

H31.3.19 R1.5.31

有限会社荻野土建

¥3,380,000

¥2,972,000

¥2,948,000

¥3,209,760

H31.3.19 R1.5.31

株式会社正建工業

¥4,190,000

¥3,980,000

¥3,649,000

¥4,298,400

3月12日 寒川改修工事(明許)

R1.9.27

笛吹市御坂町尾山
工事 河川護岸ブロック積工A=50㎡、施工延長L=36ｍ、仮設工 一式 H31.3.5 R1.6.12 株式会社ジーコーポレーション
地内

笛吹市石和町広瀬
工事 水路改修(張りコンクリート工）L=49.67ｍ
地内
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R1.7.25

不調

¥33,090,000 ¥33,000,000 ¥29,610,000 ¥35,640,000

¥20,110,000 ¥19,920,000 ¥18,016,000 ¥21,513,600

平成30年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(H30.4月～H31.3月)
入札日

件名

場所

種別

概要

工期（始） 工期（終）

落札者名

消費税を抜いた額（円）
最低制限価格
予定価格
落札額

契約金額

¥4,246,560

3月12日

施工延長 L=71.6m、自由勾配側溝工（300×400～500
市道3083号線ほか側溝改修 笛吹市一宮町末木
工事 L=65.8m、400×400 L=5ｍ）、As集水桝 （300×300 1か所、
工事 （2工区） （明許）
地内
500×500 1か所）、舗装工（ｔ＝4㎝） A=55㎡

H31.3.19

R1.6.7

株式会社正建工業

¥4,510,000

¥3,932,000

¥3,931,000

3月12日

歩道舗装 L= 386m、W=2.3ｍ （As t=3cm、路盤 ｔ=10ｃｍ）
市道１-13号線歩道舗装工事 笛吹市八代町増利
工事 A=921㎡ （As t=5cm、路盤 t=15cm） A=108㎡、車道舗装
（2工区）(明許)
地内
L=113m W=7.22m（As t=5cm、路盤 t=15cm）A=825㎡

H31.3.19 R1.6.28

株式会社ＭＵＫＡＩ

¥10,540,000

¥9,280,000

¥9,208,000 ¥10,022,400

3月26日

盛土 V=7,300㎥、補強土壁 A=97㎡、コンクリートブロック積
市道１-13号線道路改良工事 笛吹市石和町砂原
工事 A=100㎡、側溝工 L=123m
（12工区）(明許)
地内

H31.3.29 R1.8.28

株式会社上組

¥46,210,000 ¥41,075,000 ¥41,031,000 ¥44,361,000
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