
H26年4月～H27年3月　入札執行状況

工　事　名　等 場　　　所 請負額（円） 請　負　業　者

県営三珠団地町営駐車場等区画線整備工事 市川三郷町上野2714-2他 1,825,200 ㈱甲陽

町営川浦団地409号棟解体工事 市川三郷町上野199-2地内 1,350,000 八木建設㈱

公共下水道管渠布設工事(流26-1工区　H25明許-1) 市川三郷町市川大門地内 11,340,000 ㈱市川建設

公共下水道管渠布設工事(流26-2工区　H25明許-2) 市川三郷町黒沢地内 13,392,000 ㈱鹿島工業

矢作上野線施工ヤード整備工事 市川三郷町上野地内 3,218,400 砂田建設工業㈱

町屋矢作上野線三珠こ線橋上部工製作工事 市川三郷町上野地内 85,104,000 飯田鉄工㈱

市川南中学校屋上防水工事 市川三郷町黒沢1420地内 1,944,000 藤和建設㈱

三珠庁舎職員駐車場等区画線整備工事 市川三郷町上野2714-2他 1,609,200 サンコーライン㈱

町道黒沢１号線他道路工事(１工区) 市川三郷町黒沢地内 17,820,000 ㈱鹿島工業

町道黒沢１号線他道路工事(２工区) 市川三郷町黒沢地内 16,524,000 ㈱鹿島工業

三珠中学校屋内運動場等屋根改修工事 市川三郷町上野２６９７地内 31,158,000 ㈱ゼロ

道林地内道路側溝改修工事 市川三郷町大塚字道林地内 1,728,000 三珠産業㈱

春日町地内道路側溝改修工事 市川三郷町市川大門地内 4,622,400 ㈱丸喜上野建設

芦川駅東側道路側溝設置工事 市川三郷町上野地内 3,596,400 砂田建設工業㈱

市川大門地内道路舗装補修工事 市川三郷町市川大門地内 1,663,200 ㈱丸美建設工業

市川大門地内区画線設置工事 市川三郷町市川大門地内 1,512,000 ㈱ロード

平成26年度学園橋補修工事 市川三郷町市川大門地内 11,772,000 ㈱丸喜上野建設

(仮称)町道平塩５号線道路新設工事 市川三郷町市川大門平塩地内 5,238,000 ㈱浅間組

下河原地内水路改修工事 市川三郷町大塚字下河原地内 2,635,200 ㈱水上建設

大木地内水路改修工事 市川三郷町黒沢地内 2,397,600 ㈲佐々木工業

法師倉地内水路改修工事 市川三郷町黒沢地内 3,002,400 ㈲佐々木工業

宮原地内水路改修工事 市川三郷町宮原地内 1,134,000 ㈲技建

町道落居細久保割石線改修工事 市川三郷町落居地内 30,240,000 日東建設㈱

中央通り整備工事(8工区) 市川三郷町市川大門地内 28,620,000 ㈱市川建設

中央通り整備工事(9工区) 市川三郷町市川大門地内 24,840,000 ㈱一瀬工務店

中央通り整備工事(10工区) 市川三郷町市川大門地内 10,638,000 ㈱丸喜上野建設

中央通り整備工事(26舗装) 市川三郷町市川大門地内 11,966,400 ㈱丸美建設工業

公共下水道舗装本復旧工事(流１工区) 市川三郷町市川大門地内 11,750,400 ㈱丸美建設工業

公共下水道管渠布設工事(流26-3工区) 市川三郷町下大鳥居地内 16,146,000 ㈱長田組土建

市川三郷町小中学校屋内運動場ガラス等改修工事 市川三郷町市川大門5744他地内 16,038,000 ㈱一瀬工務店

役場三珠庁舎及び六郷庁舎執務室証明LED化工事 市川三郷町上野2714-2、岩間495 5,486,400 ㈱水電社

役場本庁舎消防設備(誘導灯)改修工事 市川三郷町市川大門1790-3 2,484,000 ㈲望月電気商会

市川公園グランド改修工事 市川三郷町地内 4,719,600 ㈱浅間組
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市川大門弓道場改修工事 市川三郷町西平塩地内 3,132,000 ㈱市川建設

道林地内新規農道改良工事(１工区) 市川三郷町大塚地内 7,516,800 ㈲ドバシ工業

定住促進住宅５号棟建設工事 市川三郷町山保字新地地内 20,412,000 ㈱長田組土建

定住促進住宅６号棟建設工事 市川三郷町山保字新地地内 20,304,000 ㈱浅間組

定住促進住宅７号棟建設工事 市川三郷町山保字新地地内 20,304,000 藤和建設㈱

26町道宮原一本松広場線道路工事 市川三郷町宮原地内 12,204,000 ㈱渡辺建設

配水管布設替工事(２６－帯那) 市川三郷町山保地内 46,818,000 ㈱水電社

つむぎの湯電気自動車急速充電器設置工事 市川三郷町鴨狩津向地内 4,247,640 ㈲都築電気商会

町営川浦団地４１２号棟解体工事 市川三郷町上野199-2地内 1,242,000 八木建設㈱

町有住宅市川団地１号棟外壁・屋上補修工事 市川三郷町字向新田地内 5,756,400 ㈱一瀬工務店

町有住宅市川団地洗濯機排水管及び雨水管改修工事 市川三郷町字向新田地内 5,162,400 ㈱一瀬工務店

藤田地区鳥獣害フェンス設置工事 市川三郷町山保地内 6,847,200 ㈱長田組土建

大正田用水路改修工事 市川三郷町高田地内 9,720,000 大栄土木建設㈱

西ノ窪地内水路改修工事 市川三郷町大塚地内 1,296,000 ㈱岩下建設

畑熊地内路側補修工事 市川三郷町畑熊地内 3,240,000 峡南建設㈱

金川曽根広域農道歩道改良工事 市川三郷町上野地内 4,212,000 峡南建設㈱

黒沢開田農道改良工事 市川三郷町黒沢地内 2,354,400 ㈲佐々木工業

岩間駅前水路改修工事 市川三郷町岩間地内 3,326,400 ㈱山勇工業

公共下水道管渠布設工事(流26-4工区) 市川三郷町高田地内の1 19,656,000 ㈱市川建設

公共下水道管渠布設工事(流26-5工区) 市川三郷町高田地内の2 13,910,400 ㈱丸美建設工業

公共下水道管渠布設工事(流26-6工区) 市川三郷町高田地内の3 17,172,000 ㈱浅間組

公共下水道管渠布設工事(流26-7工区) 市川三郷町黒沢地内の2 10,584,000 ㈱鹿島工業

大塚保育所太陽光発電設備設置工事 市川三郷町大塚地内 17,647,200 ㈱甲斐電気

旧大同公民館解体工事 市川三郷町黒沢地内 13,284,000 依田建設㈱

葛篭沢大橋配水管添架工事 市川三郷町葛篭沢地内 5,756,400 ㈲芦沢設備工業

甲斐岩間駅駐輪場整備工事 市川三郷町岩間地内 8,154,000 ㈱峡南工業

落居地内イントラネット光ケーブル用管路布設工事 市川三郷町落居地内 4,946,400 ㈱関電工　山梨支店

六郷小学校　漏水修繕工事 六郷小学校地内 712,800 ㈲芦沢設備工業

篭鼻地内水路改良工事 市川三郷町上野地内 10,152,000 峡南建設㈱

大塚岩清水地内農道改良工事 市川三郷町大塚地内 1,371,600 ㈱水上建設

新町西地内水路改修工事 市川三郷町市川大門地内 1,512,000 ㈲岸本興業

向新田用水路改修工事 市川三郷町市川大門地内 8,100,000 ㈲岸本興業

農道８号改良工事 市川三郷町下大鳥居地内 1,976,400 依田建設㈱
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大木地区農道改良工事 市川三郷町黒沢地内 1,220,400 ㈱鹿島工業

26鳴沢川高田地区内水対策ポンプ設備工事 市川三郷町高田地内 175,754,880 ㈱荏原製作所

高萩浄水場膜ろ過設備増設工事 市川三郷町高萩 6,696,000 甲信商事㈱

上ノ原地区道路側溝改修工事 市川三郷町大塚地内 2,419,200 伊藤建材㈱

町道矢作横道２号線道路拡幅工事 市川三郷町上野地区 2,970,000 峡南建設㈱

町道３丁目２号線道路側溝設置工事 市川三郷町市川大門地内 1,393,200 ㈲岸本興業

八之尻地区道路道路舗装補修工事 市川三郷町八之尻地内 2,862,000 ㈱丸美建設工業

落居地区道路側溝設置工事 市川三郷町落居地内 972,000 ㈱山勇工業

印沢地区水路改修工事 市川三郷町印沢地内 1,728,000 ㈲依田工務所

町屋地区水路改修工事 市川三郷町上野地内 1,058,400 砂田建設工業㈱

南蹟地区西光寺南側水路改修工事 市川三郷町高田地区 3,240,000 ㈱市川建設

上中浦地区水路改修工事 市川三郷町高田地区 777,600 ㈱市川建設

葛篭沢地区水路改修工事 市川三郷町葛篭沢地内 1,868,400 ㈱上田建設

26町屋川浦線道路改良工事 市川三郷町上野地内 4,914,000 八木建設㈱

26町道宮原一本松広場線(支線部)道路改良工事 市川三郷町宮原地内 9,493,200 ㈲技建

平成26年度芝草橋他２橋補修工事 市川三郷町地内 7,020,000 八木建設㈱

26鳴沢川高田地区内水対策除塵機設備工事 市川三郷町高田地内 73,980,000 飯田鉄工㈱

耐震性貯水槽設置工事 市川三郷町高田地区 13,608,000 ㈱浅間組

防災備蓄倉庫新築設置工事 市川三郷町鴨狩津津向 9,666,000 ㈱山勇工業

防災備蓄倉庫設置工事 市川三郷町下芦川地内他 3,196,800 砂田建設工業㈱

消防団ホース乾燥柱設置工事 市川三郷町高萩地内 1,447,200 八木建設㈱

消防団ホース乾燥柱設置工事 市川三郷町黒沢地内 1,447,200 ㈱鹿島工業

落居地内光ケーブル用管路舗装本復旧工事 市川三郷町落居地内 5,192,640 ㈱丸美建設工業

三珠陸橋添架管製作工事 市川三郷町上野地内 24,300,000 荏原実業㈱

26矢作上野線積荷転落防止柵製作工事 市川三郷町上野地内 12,337,920 飯田鉄工㈱

庁舎内空調熱交換器炉内洗浄修繕 六郷庁舎地内 561,600 ㈱明和工業

大塚配水池水位計補修 市川三郷町大塚地内 680,400 ㈱関東日立　山梨支社

六郷浄化センター無停電電源装置更新工事 市川三郷町鴨狩津向地内 1,080,000 トーヨークリエイト㈱山梨支店

学園橋補修に伴う附帯工事 市川三郷町市川大門地内 1,404,000 ㈱丸喜上野建設

公共下水道管渠布設工事(流26-8工区) 市川三郷町市川大門地内の2 10,638,000 ㈱一瀬工務店

公共下水道舗装本復旧工事(流２工区) 市川三郷町高田地内 3,045,600 ㈱丸美建設工業

防災行政無線マスト移設工事 市川三郷町下大鳥居地内 2,916,000 NECネッツエスアイ㈱

26鳴沢川高田地区内水対策土木工事 市川三郷町高田地区 5,929,200 ㈱市川建設
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26矢作上野線道路工事に伴う仮設工事 市川三郷町上野地内 1,944,000 砂田建設工業㈱

楠甫地内配水菅布設替工事 市川三郷町楠甫地内 2,041,200 ㈲丸松

カーブミラー等安全施設工事 市川三郷町全域 972,000 ㈱丸美建設工業

市川大門字中央地内消火栓敷設替工事 市川三郷町市川大門字中央地内 901,800 大森設備サービス

役場本庁舎火災報知器増設工事 市川三郷町市川大門1790-3 1,620,000 ㈱アサヒ総合サービス

下水道工事に伴う配水管布設替工事(２６－７工区) 市川三郷町市川大門地内 3,866,400 ㈱一瀬工務店

ドクターヘリ地域緊急搬送拠点整備工事 市川三郷町高萩 43,200,000 峡南建設㈱

情報系システム機器保守業務委託 市川三郷町地内 11,070,000 ㈱YSKe-com

定住促進住宅設計管理業務委託 市川三郷町山保地内 3,153,600 今福建築設計事務所

市川三郷町小中学校屋内運動場ガラス等改修工事設計監
理業務委託

市川三郷町地内 1,944,000 ㈲木村設計

上野小学校大規模改造工事設計業務委託 市川三郷町上野小学校地内 9,439,200 ㈱雨宮建築設計事務所

H26町道籠鼻川浦線用地測量等業務委託 市川三郷町上野地内 2,430,000 ㈱富士エンジニアリング

大塚保育所太陽光発電設備設置工事設計業務委託 市川三郷町大塚地内 1,328,400 ㈲木村設計

固定資産税GISデータ更新業務委託 市川三郷町地内 1,706,400 ㈱フジ・フロンテ

市川三郷町町勢要覧作成業務委託 市川三郷町地内 4,708,800 ㈱サンニチ印刷

葛篭沢大橋他橋梁添架設計業務委託 市川三郷町葛篭沢地内 3,985,200 ㈱フジ・フロンテ

配水管布設替工事設計業務委託 市川三郷町山保地内 1,933,200 ㈱山水コンサルタント

日向山1・2号線改良概略設計業務委託 市川三郷町岩間地内 7,992,000 ㈱ケイコンサルタント

岩間一本松２号線橋梁詳細設計業務委託 市川三郷町宮原地内 15,228,000 ㈱太陽設計

下水道工事に伴う配水管布設替工事実施設計業務委託 市川三郷町高田・黒沢地内他 4,860,000 新都市設計㈱

第2分団第1部消防詰所新築工事設計業務委託 市川三郷町上野地内 1,436,400 今福建築設計事務所

黒沢地内水路改修工事に伴う測量設計業務委託 市川三郷町黒沢地内 5,324,400 ㈱オーツヤ測量

学校系校内ネットワーク機器及び多重化装置更新業務委託 市川三郷町地内 14,396,400 ㈱YSKe-com

甲斐岩間駅東側土地利用基本計画業務委託 市川三郷町岩間地内 1,976,400 ㈱ケイコンサルタント

水利権更新計画策定業務委託 市川三郷町地内 4,536,000 日本工営㈱

浄水場灊材入替業務委託 市川三郷町楠甫地内他 5,778,000 ㈱ウォーターテック

公共下水道管渠清掃・TV調査及び内面補修業務委託 市川三郷町市川大門地内他 7,128,000 クリーンヘルス㈱

公共下水道事業計画(変更)申請図書作成業務委託 市川三郷町地内 5,076,000 ㈱ブレーンズ

平成26年度市川三郷町道路台帳補正業務委託 市川三郷町地内 4,104,000 ㈱六測

町道大塚浅利線改良工事測量設計業用地調査業務委託 市川三郷町大塚 2,397,600 ㈱オーツヤ測量

大久保配水系施設耐震化基本計画策定業務委託 市川三郷町大同地区 10,584,000 新都市設計㈱

公共下水道実施設計業務委託(流１工区) 市川三郷町黒沢 7,182,000 ㈱ブレーンズ
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