
平成２２年度入札結果(物品) 
                                                           ※設計金額 200万円を超えるものを掲載 
 件名 契約方法 落札業者 契約金額 入札日 備考 

１ 広報こうふ（5月～10 月分） 
指名競争入札

（随意契約）
東洋レーベル(株) １８，９５９，２２０円 平成 22 年 4月 8日  

２ 甲府市議会だより 指名競争入札 （株）ヨネヤ ６，９０１，４４０円 平成 22 年 4月 8日  

３ 
附属焼却工場ボイラーチューブ用

消耗部品（プロテクター） 
指名競争入札 藤沢鉄工（株） ９，３２４，０００円 平成 22 年 4月 28 日  

４ 

附属焼却工場混練造粒機用他消耗

部品（入口フレキシブルシュート

他） 

随意契約 （株）ＩＨＩ環境エンジニアリング ９，２７８，８５０円 平成 22 年 4月 28 日  

５ 
附属破砕工場破砕機用他消耗部品 

（ハンマー他） 
随意契約 メタウォーター（株） 営業本部 東日本営業部 ８，０９５，５００円 平成 22 年 4月 28 日  

６ プール用薬品 
指名競争入札

（随意契約）
（株）アセラ ３，７６８，０３０円 平成 22 年 5月 19 日  

７ 
平成２１年度主要な施策の成果及

び予算の執行実績報告書  
指名競争入札 （有）高速プリント ２，３３３，６２５円 平成 22 年 5月 19 日  

８ 中学校給食用（汁物用）二重食缶 指名競争入札 （株）日新厨房企画 甲府支店 ２，１６０，５６４円 平成 22 年 6月 30 日  

９ 
附属焼却工場集じん器用他消耗部

品（マンホール蓋他） 
随意契約 （株）ＩＨＩ環境エンジニアリング ９，１９５，９００円 平成 22 年 6月 30 日  

１０ 
妊婦安心教室実施用食育SATシステ

ム他 
随意契約 （株）岩崎 ２，６７７，５００円 平成 22 年 6月 30 日  

１１ 家庭科室調理台 指名競争入札 （有）川口商会 ３，９９０，０００円 平成 22 年 7月 5日  

１２ 生徒用机・椅子 指名競争入札 （株）フジコー ２，２０５，０００円 平成 22 年 7月 5日  

１３ 理科室実験台 
指名競争入札

（随意契約）
（株）三枝理研 ２，００３，４００円 平成 22 年 7月 5日  

 



                                                           ※設計金額 200万円を超えるものを掲載 
 件名 契約方法 落札業者 契約金額 入札日 備考 

１４ 
附属破砕工場破砕不適物コンベア 

主務チェーン他消耗部品 
随意契約 メタウォーター（株） 営業本部 東日本営業部 ６，６６９，６００円 平成 22 年 7月 28 日  

１５ 防災備蓄用非常食（地区倉庫分） 指名競争入札 東ポン商会 １，７４９，３８４円 平成 22 年 8月 2日  

１６ 藤村記念館展示ケース 指名競争入札 （株）サンエス・オー ２，０９３，７００円 平成 22 年 8月 9日  

１７ 
附属焼却工場雑用空気圧縮機他 

消耗部品（アフタークーラー他） 
随意契約 （株）ＩＨＩ環境エンジニアリング ９，２９４，６００円 平成 22 年 8月 25 日  

１８ 広報こうふ（11 月～4月分） 指名競争入札 （株）内田印刷所 １８，９５９，２２０円 平成 22 年 9月 29 日  

１９ 中学校給食配送用食缶 指名競争入札 清水食器（株） １，５２８，８００円 平成 22 年 9月 29 日  

２０ 中学校給食配送用食缶 指名競争入札 （株）日新厨房企画 甲府支店 １，５０５，００７円 平成 22 年 9月 29 日  

２１ 中学校給食配送用食缶 指名競争入札 （株）日新厨房企画 甲府支店 １，８３９，４５３円 平成 22 年 9月 29 日  

２２ 中学校給食配送用食缶 指名競争入札 （株）日新厨房企画 甲府支店 １，６２７，８９９円 平成 22 年 9月 29 日  

２３ 中学校給食配送用食缶 指名競争入札 （株）日新厨房企画 甲府支店 １，８７８，３４５円 平成 22 年 9月 29 日  

２４ 中学校給食用食器 指名競争入札 和泉産業（株） ４，３９２，１５０円 平成 22 年 10 月 4 日  

 

２５ 

 
中学校給食用食器 指名競争入札 和泉産業（株） ３，８３９，５３５円 平成 22 年 10 月 4 日  

２６ 
チビッコ広場整備事業遊具設置 

その１ 
指名競争入札 東京体器（株） ２，９４０，０００円 平成 22 年 10 月 7 日  
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２７ 
チビッコ広場整備事業遊具設置 

その２ 
指名競争入札 東京体器（株） ２，８３５，０００円 平成 22 年 10 月 7 日  

２８ 小学校児童用机・椅子 
指名競争入札

（随意契約）
（株）フジコー ５，４０３，３５２円 平成 22 年 10 月 27 日  

２９ 中学校給食用（汁物用）二重食缶 指名競争入札 （株）日新厨房企画 甲府支店 ３，５２６，８０３円 平成 22 年 11 月 12 日  

３０ プロジェクター他 一般競争入札 （株）フジコー １，８３７，５００円 平成 22 年 11 月 26 日  

３１ 
附属破砕工場破砕機用他消耗部品 

（ハンマー他） 
随意契約 メタウォーター（株） 営業本部 東日本営業部 ６，６１２，９００円 平成 22 年 11 月 30 日  

３２ 
附属焼却工場流動化制御装置用 

消耗部品他（散気管他） 
随意契約 （株）ＩＨＩ環境エンジニアリング ９，２８０，９５０円 平成 22 年 11 月 30 日  

３３ 
ふれあいペンダント設置事業 

緊急通報システム発信機 
随意契約 日本電気（株） 甲府支店 ２，７０３，７５０円 平成 22 年 11 月 30 日  

３４ フロアシート 一般競争入札 （株）マルアイ産機 ９２４，６０６円 平成 22 年 12 月 21 日  

３５ 演台・花台 一般競争入札 （株）三機堂 ２，８７７，０００円 平成 22 年 12 月 21 日  

３６ 小学校児童用机・椅子 指名競争入札 （株）フジコー ４，１２７，７６０円 平成 22 年 12 月 22 日  

３７ 
附属焼却工場蒸気タービン第５隔

板（蒸気タービン用消耗部品） 
随意契約 （株）ＩＨＩ環境エンジニアリング ７，８７５，０００円 平成 22 年 12 月 22 日  

 

３８ 

 

附属焼却工場排ガス４成分分析計

用消耗部品（指示調節計他） 
随意契約 

横河フィールドエンジニアリングサービス（株）

東京サービスセンター 
３，３６０，０００円 平成 22 年 12 月 22 日  

３９ 小学校１年生分給食用食器 指名競争入札 （株）日新厨房企画 甲府支店 ２，１４３，９８６円 平成 22 年 12 月 28 日  
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４０ 附属焼却工場電気計装消耗部品 随意契約 （株）ＩＨＩ環境エンジニアリング ９，０１９，５００円 平成 23 年 1月 26 日  

４１ 
附属破砕工場手選別不適物搬送 

コンベア用ベルト 
指名競争入札 （株）渡辺工業所 ２，１１６，０６５円 平成 23 年 1月 26 日  

４２ 
平成２３年度保存版甲府市民健康

ガイド 
指名競争入札 （株）内田印刷所 ２，９４５，８８０円 平成 23 年 1月 26 日  

４３ №１急速ろ過装置修繕 指名競争入札 （株）メイキョー ２，６２５，０００円 平成 23 年 1月 31 日  

４４ 
附属焼却工場ごみ破砕機他消耗部

品（油圧モーター他） 
随意契約 （株）ＩＨＩ環境エンジニアリング ４，８０９，０００円 平成 23 年 2月 16 日  

４５ 道徳教育支援事業 心のノート 随意契約 （株）山紫堂 ２，５０９，７６０円 平成 23 年 2月 23 日  

 


