
　●　平成２９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 13 H29.4.26
（仮称）森のスタジオ整備工事に伴
う実施設計委託

下帯那町地内 指名競争 非公表 トネガワ建築設計事務所 9,988,920 Ｈ29.4.28～Ｈ29.7.31 「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

2
建設

（道路部門）
116 H29.5.16

測量・設計業務委託（市道　春日
本通り線　外）

中央一丁目地内 指名競争 非公表 日新コンサルタント㈱ 7,189,560 Ｈ29.5.18～Ｈ29.9.29 「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

3
建設

（下水道部門）
330006 H29.5.16

管路施設実施設計業務委託
【（都）和戸町竜王線（市施工区
間）】

中央四丁目地内 指名競争 非公表
新都市設計㈱　甲府支
店

8,856,000 Ｈ29.5.18～Ｈ30.3.30 「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

4
補償

(物件部門）
117 H29.5.16

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）

朝日二丁目地内 指名競争 非公表 ㈱シグマ技研 12,394,080 Ｈ29.5.18～Ｈ29.10.31 「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

5
建設

（道路部門）
315 H29.6.7

測量調査設計業務委託（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 5,400,000 H29.6.9～H30.5.31 「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 設計 373 H29.6.22
甲府商業高等学校紫紺館耐震診
断業務委託

上今井町地内 指名競争 非公表 三森建築設計事務所 2,862,000 H29.6.26～H29.11.10 「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

（下水道部門）
340001 H29.6.26

公共下水道管布設工事実施設計
業務委託（特環中道・H２９-１）

上向山町地内 指名競争 非公表 第一復建㈱　山梨支店 16,377,120 H29.6.28～H30.3.22 「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

8
建設

（道路部門）
437 H29.7.7

測量設計業務委託（濁川西地区
区画道路３号線）

里吉二丁目地内 指名競争 非公表 ㈱ジーフェイス 4,536,000 H29.7.10～H30.3.16 「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

9
建設

(上水道及び工
業用水道部門)

310035 H29.7.7
平瀬浄水場浄水池補強及び防食
工事実施設計業務委託

平瀬町地内 指名競争 非公表
日本水工設計㈱　山梨
事務所

4,212,000 H29.7.10～H30.1.25 「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

10 設計 428 H29.7.11
東中学校校舎リニューアルⅠ期工
事に伴う実施設計委託

東光寺二丁目地
内

指名競争 非公表 設計室すばる 5,340,600 H29.7.13～H29.12.22 「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

11 設計 429 H29.7.11
国母小学校校舎リニューアルⅡ期
工事に伴う実施設計委託

国母四丁目地内 指名競争 非公表 望月建築設計事務所 4,504,680 H29.7.13～H29.12.22 「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

12 設計 430 H29.7.11
西中学校校舎リニューアルⅡ期工
事に伴う実施設計委託

飯田五丁目地内 指名競争 非公表 巧設計室 4,752,000 H29.7.13～H29.12.22 「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

13 設計 431 H29.7.11
湯田小学校校舎リニューアルⅡ期
工事に伴う実施設計委託

湯田一丁目地内 指名競争 非公表 中沢一級建築士事務所 4,104,000 H29.7.13～H29.12.22 「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

14
建設

（道路部門）
434 H29.7.11

道路詳細設計業務委託（宝二丁
目北新線）

宝二丁目地内外 指名競争 非公表 日新コンサルタント㈱ 10,010,520 H29.7.13～H30.6.29 「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

15
補償

(物件部門）
435 H29.7.11

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

宝一丁目地内、
朝日二丁目地内

指名競争 非公表 東洋測量設計㈱ 8,478,000 H29.7.13～H29.11.30 「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

16
建設

(上水道及び工
業用水道部門)

310041 H29.7.27
（施委-3）平瀬浄水場高圧受配電
設備更新工事実施設計業務委託

平瀬町地内 指名競争 非公表 ㈱NJS　山梨出張所 16,740,000 H29.7.31～H30.3.7 「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 513 H29.8.8
羽黒小学校給食室増改築事業に
伴う実施設計委託

羽黒町地内 指名競争 非公表 福島功建築設計事務所 4,707,720 H29.8.10～H30.2.13 「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 地質 515 H29.8.8
（仮称）北新団地（C棟）建替事業
に伴う地質調査業務委託

北新一丁目地内 指名競争 非公表 ㈱ジオ技研 4,002,480 H29.8.10～H29.10.23 「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

（道路部門）
517 H29.8.10

測量・設計業務委託（市道 高畑西
条線）

国母五丁目地内
外

指名競争 非公表 ㈱SCC　甲府支店 5,508,000 H29.8.14～H30.2.28 「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

20
建設

(鋼構造及びコ
ンクリート部門)

519 H29.8.10
道路下防火水槽改修設計業務委
託

中央五丁目地内
外３箇所

指名競争 非公表
㈱エイト日本技術開発
山梨事務所

7,398,000 H29.8.14～H30.1.31 「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
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21 設計 478 H29.8.17
（仮称）北新団地（C棟）建替事業
に伴う実施設計委託

北新一丁目地内
 公募型

指名競争
48,709,080 ㈱三宅建築設計事務所 37,881,000 H29.8.21～H30.2.28

22
建設

（道路部門）
554 H29.8.29

道路詳細設計業務委託（市道　宿
下曽根線）

右左口町地内 指名競争 非公表 ㈱SCC　甲府支店 10,044,000 H29.8.31～H30.3.16 「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

23
建設

（下水道部門）
330032 H29.9.27

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ実施設計業務委託
(H29-1)

貢川本町　外 指名競争 非公表
㈱東京建設コンサルタン
ト　山梨事務所

6,480,000 H29.9.29～H30.3.16 「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

24
建設

（下水道部門）
330037 H29.10.12

甲府市浄化センター小水力発電
設備実施設計業務委託

大津町地内 指名競争 非公表 ㈱NJS　山梨出張所 6,696,000 H29.10.16～H30.2.15 「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
建設

(鋼構造及びコ
ンクリート部門)

310060 H29.11.13
(施委-12)配水管添架工事設計業
務委託

塚原町地内 指名競争 非公表
㈱浪速技研コンサルタン
ト甲府営業所

8,556,840 H29.11.15～H30.3.14 「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

26
補償

（物件部門）
734 H29.12.26

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３）

朝日二丁目地内 指名競争 非公表 ㈱富士測量 3,186,000 H29.12.28～H30.3.29 「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
補償

（物件部門）
770 H30.2.5

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４）

朝日一丁目地
内、朝日二丁目
地内

指名競争 非公表 ㈱蒼和コンサルタント 11,340,000 H30.2.7～H30.3.29 「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


