
　●　平成３１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 156 R1.5.15
市営住宅駐車場整備実施設計業務委託
（善光寺団地）

善光寺三丁目地
内

指名競争 非公表 ㈱ディナック中日本 5,654,000 Ｒ1.5.17～Ｒ1.12.10 「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

2 建設 330004 R1.5.15
甲府市浄化センター放流流量計設置実
施設計業務委託

大津町１６４５番
地

指名競争 非公表
サンコーコンサルタント㈱
山梨営業所

5,940,000 Ｒ1.5.17～Ｒ1.10.15 「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

3 建設 330005 R1.5.27
マンホールトイレ実施設計業務委託
(H31-1)

東光寺二丁目地
内外

指名競争 非公表 新都市設計㈱甲府支店 4,950,000 Ｒ1.5.29～Ｒ1.10.31 「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

4 測量 458 R1.6.24
甲府駅周辺土地区画整理事業に伴う測
量調査等業務委託

宝一丁目地内 指名競争 非公表 ㈱蒼和コンサルタント 5,571,500 R1.6.26～R2.1.31 「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

5 建設 501 R1.7.9 山腹工詳細設計業務委託 竹日向町　地内 指名競争 非公表 ㈱イビソク山梨営業所 2,700,000 R1.7.11～R1.9.30 「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

6 建設 502 R1.7.11 橋梁長寿命化修繕設計業務委託（31-1） 心経寺町　地内 指名競争 非公表 ㈱富士エンジニアリング 19,250,000 R1.7.16～R2.3.31 「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

7 建設 330026 R1.7.11
濁川南幹線（合流）詳細設計業務委託
（R1-1）

城東二丁目地内
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

11,748,000 R1.7.16～Ｒ2.3.13 「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

8 建設 552 R1.7.29 道路下防火水槽改修設計業務委託
丸の内一丁目地
内外

指名競争 非公表
㈱エイト日本技術開発山
梨事務所

7,150,000 R1.7.31～R2.3.31 「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

9 建設 330025 R1.7.31
甲府市公共下水道ストックマネジメント計
画に基づく詳細設計業務委託（R1-1)

甲府市公共下水
道整備区域内

一般競争 非公表 第一復建㈱山梨支店 36,234,000 Ｒ1.8.2～Ｒ2.6.30

10 建設 592 R1.8.9 橋梁長寿命化修繕設計業務委託（31-2）
相生一丁目地内
外

指名競争 非公表
大日コンサルタント㈱甲
府事務所

15,070,000 Ｒ1.8.13～Ｒ2.3.13 「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

11 建設 632 R1.8.28
道路及び電線共同溝詳細設計業務委託
（Ｈ31・北口2号線外）

丸の内一丁目・
朝日一丁目　地
内

指名競争 非公表
㈱協和コンサルタンツ山
梨営業所

12,100,000 Ｒ1.8.30～Ｒ2.3.20 「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

12 建設 310056 R1.8.28
(施委-7)昭和北方水源高圧受配電設備
更新工事実施設計業務委託

昭和町西条２３８
７（昭和北方水源
内）

指名競争 非公表 ㈱ＮＪＳ山梨出張所 8,690,000 Ｒ1.8.30～Ｒ2.3.26 「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

13 建設 706 R1.10.1
荒井ため池改修に伴う測量設計業務委
託

下帯那町地内 指名競争 非公表 ㈱富士測量 11,550,000 Ｒ1.10.3～Ｒ2.3.31 「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

14 建設 732 R1.10.15 雨水排水（野間川）詳細設計業務委託 西高橋町地内 指名競争 非公表
㈱エイト日本技術開発山
梨事務所

20,350,000 R1.10.17～R2.3.18 「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 330042 R1.10.15
甲府市浄化センター処理水ポンプ棟耐震
補強実施設計業務委託

大津町地内（甲
府市浄化セン
ター場内）

指名競争 非公表
サンコーコンサルタント㈱
山梨営業所

8,030,000 Ｒ1.10.17～Ｒ2.5.29 「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

16 建設 330043 R1.10.15
甲府市浄化センター塩素混和池耐震補
強実施設計業務委託

大津町地内（甲
府市浄化セン
ター場内）

指名競争 非公表
サンコーコンサルタント㈱
山梨営業所

7,480,000 Ｒ1.10.17～Ｒ2.5.29 「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

17 建設 330036 R1.10.21
甲府市浄化センター第2・第3系列最初沈
殿池耐震補強実施設計業務委託

大津町地内（甲
府市浄化セン
ター場内）

一般競争 非公表
㈱中央設計技術研究所
山梨事務所

43,912,000 Ｒ1.10.23～Ｒ2.5.29

18 建設 771 R1.10.30
測量・設計業務委託（市道　平岡・前田線
災害復旧）

上曽根町地内 指名競争 非公表 ㈱エコマック 4,730,000 Ｒ1.11.1～Ｒ1.12.20 「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

19 建設 310074 R1.12.18
(施委-9)北部第2送水池改良設計業務委
託

下曽根町地内 一般競争 非公表
㈱日本水道設計社甲府
営業所

30,800,000 Ｒ1.12.20～Ｒ2.9.30

20 建設 837 R1.12.26 城南中通学橋耐震改修設計業務委託 大里町地内外 指名競争 非公表
大日コンサルタント㈱甲
府事務所

15,620,000 R1.12.27～Ｒ2.3.31 「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

21 建設 851 R2.1.21
Ｈ３１用地測量調査業務委託（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 5,280,000 Ｒ2.1.23～Ｒ2.9.30 「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

平成３１年度　測量・建設コンサルタント等　入札結果一覧



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

22 建設 330052 R2.1.21
濁川南幹線（合流）詳細設計業務委託
（R1-2)

城東二丁目地内
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

10,890,000 Ｒ2.1.23～Ｒ2.10.30 「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

23 建設 340002 R2.2.5
公共下水道管布設工事実施設計業務委
託（特環・R1-1)

川田町地内 指名競争 非公表 ㈱富士エンジニアリング 5,302,000 R2.2.7～R2.7.31 「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


