
　●　平成２６年４月入札分から掲載（年度内の変更まで掲載）
　●　１件２５０万円を超える当初契約分を掲載

Ｎｏ． 業種 契約番号 契約日 業　　務　　名 場　所 契約方法 予定価格（円） 受託者 契約金額（円） 工　　期 備　　　考

1 建設 116 H26.5.16
道路下防火水槽改修設計業務
委託

丸の内三丁目地
内外

指名競争 非公表
㈱エイト日本技術開
発　山梨事務所

6,696,000 Ｈ26.5.19～Ｈ26.9.30 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

2 建設 118 H26.5.16
測量調査設計業務委託（市道
中上今井線）

下鍛冶屋町地内 指名競争 非公表 ㈱ＳＣＣ 5,022,000 Ｈ26.5.19～Ｈ27.3.31 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

3 建設 181 H26.5.29 旧五割川測量設計業務委託 落合町地内外 指名競争 非公表
㈱富士エンジニアリン
グ

8,316,000 Ｈ26.6.2～Ｈ27.2.27 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

4 建設 330008 H26.6.12
甲府市浄化センター砂ろ過設
備更新設計業務委託

大津町地内 指名競争 非公表
㈱日水コン山梨事務
所

4,320,000 Ｈ26.6.16～Ｈ27.6.5 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

5 建設 376 H26.7.9
測量設計業務委託（市道　高
室町中線）

高室町地内 指名競争 非公表
㈱富士エンジニアリン
グ

3,456,000 Ｈ26.7.11～Ｈ27.2.27 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

6 設計 371 H26.7.9
甲府市道路補修センター管理
棟耐震診断（二次）調査委託

国母四丁目地内 指名競争 非公表
双立一級建築士事務
所

2,754,000 Ｈ26.7.11～Ｈ26.12.15 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

7 建設 432 H26.8.11
橋梁耐震補強設計業務委託
（金沢橋）

下向山町地内 指名競争 非公表
大日コンサルタント㈱
甲府事務所

13,716,000 Ｈ26.8.13～Ｈ27.1.30 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

8 建設 431 H26.8.11
橋梁耐震補強設計業務委託
（二川橋）

西下条町地内 指名競争 非公表 第一復建㈱山梨支店 16,740,000 Ｈ26.8.13～Ｈ27.1.30 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

9 建設 430 H26.8.11
橋梁耐震補強設計業務委託
（常閑橋）

下飯田四丁目地
内

指名競争 非公表
㈱エイト日本技術開
発　山梨事務所

7,344,000 Ｈ26.8.13～Ｈ27.1.30 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

10 建設 454 H26.8.25
測量設計業務委託（市道　塔
岩沢山宮線）

平瀬町地内 指名競争 非公表
㈱富士エンジニアリン
グ

3,726,000 Ｈ26.8.27～Ｈ27.317 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

11 設計 456 H26.8.28
城南中学校校舎増築事業に伴
う実施設計委託

大里町地内 指名競争 非公表
志村一級建築士事務
所

4,849,200 Ｈ26.9.1～Ｈ27.2.27 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

12 建設 457 H26.8.28 舗装修繕計画策定業務委託 西田町地内 指名競争 非公表 ㈱パスコ山梨支店 9,277,200 Ｈ26.9.1～Ｈ27.1.30 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

13 補償 459 H26.8.25
甲府駅周辺土地区画整理事業
に伴う建物他補償額積算業務

朝日二丁目外 指名競争 非公表 東洋測量設計㈱ 3,726,000 Ｈ26.8.27～Ｈ26.11.14 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

14 建設 330025 H26.9.11
住吉ポンプ場監視制御設備更
新設計業務委託

住吉三丁目地内 指名競争 非公表
㈱日水コン　山梨事
務所

4,849,200 Ｈ26.9.16～Ｈ27.8.5 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

15 測量 493 H26.9.11
緑ヶ丘スポーツ公園周辺整備
に伴う測量調査業務委託

緑が丘二丁目地
内

指名競争 非公表 東洋測量設計㈱ 4,093,200 Ｈ26.9.16～Ｈ27.3.18 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

16 設計 507 H26.9.8
甲運小学校給食室増改築事業
に伴う実施設計委託

川田町地内 指名競争 非公表 道村設計 2,692,440 H26.9.10～H27.2.20 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

17 設計 500 H26.9.8
新紺屋小学校校舎リニューア
ル改修工事に伴う実施設計委

武田一丁目地内 指名競争 非公表 坪川建築設計事務所 4,255,200 H26.9.10～H27.1.30 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

18 設計 501 H26.9.8
城南中学校校舎リニューアル
改修工事に伴う実施設計委託

大里町地内 指名競争 非公表
㈱三宅建築設計事務
所

3,812,400 H26.9.10～H27.1.30 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

19 設計 503 H26.9.11
甲府商業高等学校校舎リ
ニューアル改修工事に伴う実

上今井町300 指名競争 非公表
㈱雨宮建築設計事務
所

11,059,200 Ｈ26.9.16～Ｈ27.1.30 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

20 建設 536 H26.9.30 河川予備設計業務委託 宝一丁目地内 指名競争 非公表
㈱浪速技研コンサル
タント甲府営業所

10,692,000 Ｈ26.10.2～Ｈ27.3.30 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

21 補償 569 H26.10.9
平成２６年度　補償算定業務
委託（市道国玉通り線）

国玉町地内 指名競争 非公表 日新測量㈱ 2,646,000 Ｈ26.10.14～Ｈ26.11.28 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

22 設計 571 H26.10.14
甲府商業高等学校部室建設事
業に伴う実施設計業務委託

上今井町地内 指名競争 非公表 ㈱進藤設計事務所 4,320,000 Ｈ26.10.16～Ｈ27.2.27 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

23 測量 573 H26.10.9
測量設計業務委託（（仮称）市
道下積翠寺線）

下積翠寺町地内 指名競争 非公表 ㈱ＳＣＣ 3,618,000 Ｈ26.10.14～Ｈ27.3.25 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

24 設計 592 H26.10.29
（仮称）甲府駅南口東側新駐輪
場建設に伴う実施設計委託

丸の内一丁目地
内

指名競争 非公表 ㈱馬場設計 4,514,400 Ｈ26.10.31～Ｈ27.2.27 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

25 建設 651 H26.12.8
山城小学校用地拡張に伴う測
量設計業務委託

上今井町地内 指名競争 非公表
㈱富士エンジニアリン
グ

3,132,000 Ｈ26.12.10～Ｈ27.3.18 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

26 建設 688 H26.12.25
橋梁長寿命化修繕設計業務委
託（２６－２）

梯町地内外 指名競争 非公表
㈱富士エンジニアリン
グ

11,858,400 H27.1.5～H27.3.27 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

27 建設 689 H26.12.25
橋梁長寿命化修繕設計業務委
託（２６－３）

上曽根町地内外 指名競争 非公表
日新ドットコンサルタ
ント㈱

13,824,000 H27.1.5～H27.3.27 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

28 建設 690 H26.12.25
橋梁長寿命化修繕設計業務委
託（２６－４）

国母二丁目地内
外

指名競争 非公表
大日コンサルタント㈱
甲府事務所

13,392,000 H27.1.5～H27.3.27 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

29 補償 685 H26.12.22
甲府駅周辺土地区画整理事業
に伴う建物他補償額積算業務

朝日一・二丁目
地内

指名競争 非公表 ㈱シグマ技研 2,700,000 H26.12.24～H27.2.27 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

30 建設 330046 H27.3.6
下水道長寿命化計画実施設計
業務委託(H26-1)

甲府市公共下水
道合流処理分区

指名競争 非公表 第一復建㈱山梨支店 12,312,000 Ｈ27.3.9～Ｈ27.8.31 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

31 補償 785 H27.3.3
甲府駅周辺土地区画整理事業
に伴う建物他補償額積算業務

宝一丁目地内 指名競争 非公表 昭和測量㈱ 2,700,000 Ｈ27.3.5～Ｈ27.5.22 「甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱」の指名選定基準により指名

平成２６年度　測量・建設コンサルタント等　入札結果一覧


