
　●　平成２７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 設計 139 H27.5.13
旧相生小学校１号館改修工事
に伴う実施設計委託

相生2丁目地内 指名競争 非公表
㈱三宅建築設計事務
所

4,035,960 H27.5.15～H27.9.30 「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 補償 146 H27.5.13
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
委託（その1）

甲府市朝日二丁
目地内

指名競争 非公表 東洋測量設計㈱ 3,240,000 H27.5.15～H27.7.31 「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 242 H27.5.26
測量設計業務委託（農道１４４
１号線）

東下条町地内 指名競争 非公表
日新ドットコンサルタ
ント㈱

2,808,000 Ｈ27.5.28～Ｈ27.9.24 「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 244 H27.5.26
古関・梯簡易水道施設耐震診
断業務委託

古関町地内（古
関・梯簡易水道
配水池）

指名競争 非公表
㈱浪速技研コンサル
タント 甲府営業所

3,024,000 Ｈ27.5.28～Ｈ27.8.17 「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 359 H27.6.12
電線共同溝設計業務委託（市
道富士見中線）

朝日一丁目、北
口1丁目地内

指名競争 非公表
日新ドットコンサルタ
ント㈱

14,907,240 Ｈ27.6.15～Ｈ28.5.31 「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

6 測量 310030 H27.7.13
(施委-1)舗装復旧工事に伴う
測量業務委託

大里町地内 指名競争 非公表 日新測量㈱ 3,780,000 Ｈ27.7.15～Ｈ27.10.12 「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 509 H27.7.29
道路下防火水槽改修設計業務
委託

愛宕町地内外 指名競争 非公表
㈱エイト日本技術開
発 山梨事務所

7,776,000 Ｈ27.7.31～Ｈ27.12.25 「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

8 設計 544 H27.8.7
甲府市リサイクルプラザボイラ
他改修工事実施設計業務委託

上町地内 指名競争 非公表
双立一級建築士事務
所

2,592,000 H27.8.10～H27.12.14 「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

9 建設 549 H27.8.7
(仮称）住吉悠遊館及び消防施
設建設に伴う測量設計業務委
託

住吉1丁目地内 指名競争 非公表
㈱富士エンジニアリン
グ

2,673,000 H27.8.10～H28.3.18 「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

10 設計 543 H27.8.12
（仮称）住吉悠遊館建設事業に
伴う実施設計委託

住吉1丁目地内 指名競争 非公表
㈲竜已一級建築設計
事務所

3,024,000 H27.8.14～H28.2.26 「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 地質 576 H27.8.25
（仮称）北新団地（Ｂ棟）建替事
業に伴う地質調査業務委託

北新1丁目地内 指名競争 非公表 ㈱山梨地質 3,024,000 H27.8.27～H27.10.16 「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 582 H27.8.25
自動転倒堰改修工事に伴う測
量設計業務委託

湯村3丁目地内 指名競争 非公表
㈱富士エンジニアリン
グ

4,266,000 H27.8.27～H27.12.4 「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 建設 577 H27.8.28
測量設計業務委託（市道　出
張所前通り線）

宮原町地内 指名競争 非公表 ㈱ＳＣＣ 甲府支店 4,968,000 H27.8.31～H28.3.17 「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 578 H27.8.28
まちなか回遊道路整備に伴う
測量・調査設計業務委託

北口3丁目地内
外

指名競争 非公表
㈱間瀬コンサルタント
甲府営業所

7,277,040 H27.8.31～H28.3.18 「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

15 建設 580 H27.8.28
橋梁長寿命化修繕設計業務委
託（２７－１）

砂田町地内外 指名競争 非公表 日新コンサルタント㈱ 8,524,440 H27.8.31～H28.3.25 「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

16 建設 581 H27.8.28
橋梁耐震補強設計業務委託
（２７－１）

下積翠寺町地内 指名競争 非公表
大日コンサルタント㈱
甲府事務所

16,053,120 H27.8.31～H28.3.25 「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

17 設計 542 H27.9.1
（仮称）北新団地（Ｂ棟）建替事
業に伴う実施設計委託

北新1丁目地内 公募型指名競争 41,273,280
㈱三宅建築設計事務
所

31,639,680 H27.9.3～H28.2.26

18 建設 330024 H27.9.11
マンホールトイレ実施設計業務
委託(H27-1)

朝気1丁目地内 指名競争 非公表
㈱日新技術コンサル
タント　山梨営業所

6,372,000 Ｈ27.9.14～Ｈ28.3.18 「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

19 建設 340002 H27.9.11
公共下水道管布設工事実施設
計業務委託(特環 積翠寺処理
分区)

下積翠寺町外 指名競争 非公表
㈱協和コンサルタン
ツ山梨営業所

38,880,000 Ｈ27.9.14～Ｈ28.3.11 「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 設計 609 H27.9.11
山城小学校給食室増改築事業
に伴う実施設計委託

上今井町地内 指名競争 非公表 ㈲ノア環境設計 3,218,400 Ｈ27.9.14～Ｈ28.2.15 「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

21 建設 610 H27.9.8
取水堰柱補修工事に伴う調査
設計業務委託

上曽根町地内 指名競争 非公表 日新コンサルタント㈱ 2,106,000 Ｈ27.9.10～Ｈ27.12.25 「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
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22 建設 616 H27.9.11 河川詳細設計業務委託 宝1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

31,776,840 Ｈ27.9.14～Ｈ28.3.18 「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

23 建設 330030 H27.9.30
下水道管渠耐震実施設計業務
委託(H27-3)

下小河原町地内
外

指名競争 非公表
パシフィックコンサル
タンツ　山梨事務所

7,776,000 H27.10.2～H28.3.18 「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

24 設計 699 H27.10.23
城南中学校校舎リニューアル
Ⅱ期工事に伴う実施設計委託

大里町地内 指名競争 非公表
㈱雨宮建築設計事務
所

4,179,600 H27.10.26～H28.2.15 「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

25 設計 701 H27.10.23
中道南小学校校舎リニューア
ル工事に伴う実施設計

下向山町地内 指名競争 非公表
志村一級建築士事務
所

3,618,000 H27.10.26～H28.2.15 「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

26 補償 703 H27.10.23
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
委託（その２）

宝1丁目・朝日2
丁目地内

指名競争 非公表 日新測量㈱ 4,428,000 H27.10.26～H28.1.29 「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 715 H27.11.9
史跡武田氏館跡梅翁曲輪ゾー
ン整備工事（第１次）実施設計

屋形3丁目地内 指名競争 非公表
㈱イビソク山梨営業
所

4,212,000 H27.11.11～H28.3.25 「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

28 建設 340004 H28.1.21
ネットワーク幹線実施設計業
務委託

上町・増坪町地
内

指名競争 非公表
㈱シーエスエンジニア
ズ　甲府営業所

12,852,000 Ｈ28.1.25～Ｈ28.10.31 「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


