
忍野村発注の公共工事等の入札結果を入札日ごとにお知らせいたします。 

 

平成２４年５月２３日施行の入札結果を報告します。 

□落札価格に消費税含まず。 

●中央公園構想代替地宅地造成工事 

（入札番号第２４－１号） 

落札業者 ㈲渡辺建設工業 

落札価格 ７，９８０，０００円 

●建物補償調査業務委託 

（入札番号第２４－２号） 

落札業者 パイロット測量設計㈱ 

落札価格 １，４２０，０００円 

  

平成２４年６月２６日施行の入札結果を報告します。 

□落札価格に消費税含まず。 

●保健福祉センター天井吊形冷暖房設置工事 

（入札番号第２４－３号） 

落札業者 ㈲アマノデンキ 

落札価格 １，６６５，１３８円 

●真空弁桝新規設置工事 

（入札番号第２４－４号） 



落札業者 ㈲丸山土建 

落札価格 １，９００，０００円 

●真空下水ポンプ更新工事 

（入札番号第２４－５号） 

落札業者 川本技研工業㈱ 

落札価格 １９，５１０，０００円 

●村営住宅美富士団地３号棟設計監理委託業務 

（入札番号第２４－６号） 

落札業者 佐野建築設計事務所 

落札価格 ２，８８０，０００円 

●村営住宅美富士団地１、２号棟浴室改修工事 

（入札番号第２４－７号） 

落札業者 渡辺設備工業 

落札価格 １６，４９０，０００円 

●防災マップ作成業務委託 

（入札番号第２４－８号） 

落札業者 ㈱パスコ山梨支店 

落札価格 ５，２００，０００円 

●村営住宅美富士団地３号棟新築工事 

（入札番号第２４－９号） 

落札業者 奥浦建設㈱ 



落札価格 １８２，５００，０００円 

●農道２１３号線測量設計業務委託 

（入札番号第２４－１０号） 

落札業者 第一測量㈱ 

落札価格 ３，３２３，０００円 

●農道１６８号線測量設計業務委託 

（入札番号第２４－１１号） 

落札業者 ㈲アシスト測量設計 

落札価格 ３，２００，０００円 

  

平成２４年８月２２日施行の入札結果を報告します。 

□落札価格に消費税含まず。 

●鶏舎等移転補償調査業務委託 

（入札番号第２４－１２号） 

落札業者 第一測量㈱ 

落札価格 ４，６００，０００円 

●林道鹿留線改良工事 

（入札番号第２４－１３号） 

落札業者 ㈱湯山建材 

落札価格 ７，７８０，０００円 

●橋向排水路測量設計業務委託 



（入札番号第２４－１４号） 

落札業者 三和エンジニアリング㈱ 

落札価格 １，１７０，０００円 

●内野第１１地区地籍調査測量及び一筆地調査委託 

（入札番号第２４－１５号） 

落札業者 陸地測量㈱ 

落札価格 １４，０００，０００円 

●村内道路側溝等清掃業務委託 

（入札番号第２４－１６号） 

落札業者 ㈲柏木土木 

落札価格 ４，４５０，０００円 

●村道平山峠線道路補修工事 

（入札番号第２４－１７号） 

落札業者 ㈲三浦建材土木 

落札価格 ６，８００，０００円 

●村道海沢阿原端線側溝改修測量設計業務委託 

（入札番号第２４－１８号） 

落札業者 ㈲アシスト測量設計 

落札価格 ２，５１０，０００円 

●村道水呑線用地測量業務委託 

（入札番号第２４－１９号） 



落札業者 ㈱ブレーンズ 

落札価格 １１，５００，０００円 

●災害用照明機購入 

（入札番号第２４－２０号） 

落札業者 東八防災㈱ 

落札価格 ４，０６０，０００円 

  

平成２４年１０月５日施行の入札結果を報告します。 

□落札価格に消費税含まず。 

●村道下村新線舗装補修工事 第 1工区 

（入札番号第２４－２１号） 

落札業者 ㈲丸山土建 

落札価格 １１，７５０，０００円 

●村道下村新線舗装補修工事 第２工区 

（入札番号第２４－２２号） 

落札業者 ㈱渡清興業 

落札価格 １０，７００，０００円 

●村道下村線岩盤撤去工事 

（入札番号第２４－２３号） 

落札業者 ㈲天野産業 

落札価格 ８，６５０，０００円 



●湧池周辺環境整備工事 

（入札番号第２４－２４号） 

落札業者 忍開発興業㈱ 

落札価格 ８，４５０，０００円 

●内野保育所駐車場舗装工事 

（入札番号第２４－２５号） 

落札業者 ㈲渡辺建設工業 

落札価格 ４，２００，０００円 

●忍野小学校屋根改修工事 第 1工区 

（入札番号第２４－２６号） 

落札業者 ㈱サクライホーム 

落札価格 ３５，９００，０００円 

●忍野小学校屋根改修工事 第２工区 

（入札番号第２４－２７号） 

落札業者 ㈱渡辺工務店 

落札価格 ４６，５００，０００円 

●内野コミュニティ供用施設公衆トイレ改修工事 

（入札番号第２４－２８号） 

落札業者 ㈱川口工務店 

落札価格 ２，３９８，０００円 

●忍野村コミュニティセンター解体工事 



（入札番号第２４－２９号） 

落札業者 ㈱土手影建設 

落札価格 ２９，４００，０００円 

●村道向村横町線①舗装工事 第 1工区 

（入札番号第２４－３０号） 

落札業者 ㈲幸伸建設 

落札価格 ３５，２００，０００円 

●村道向村横町線①舗装工事 第２工区 

（入札番号第２４－３１号） 

落札業者 ㈱冨士造園山梨支店 

落札価格 ２３，３００，０００円 

  

平成２４年１１月８日施行の入札結果を報告します。 

□落札価格に消費税含まず。 

●学校通学路安全対策工事 

（入札番号第２４－３２号） 

落札業者 芙蓉建設㈱ 

落札価格 １９，５００，０００円 

●忍野小学校放送設備改修工事 

（入札番号第２４－３３号） 

落札業者 すやま電器 



落札価格 ３，９８０，０００円 

●配水管布設工事（６工区） 

（入札番号第２４－３４号） 

落札業者 小山田建設㈱ 

落札価格 ９，８００，０００円 

●配水管布設工事（７工区） 

（入札番号第２４－３５号） 

落札業者 ㈱土手影建設 

落札価格 ２１，２００，０００円 

●配水管布設工事（８工区） 

（入札番号第２４－３６号） 

落札業者 ㈲さくら工業 

落札価格 １５，１００，０００円 

●配水管布設工事（９工区） 

（入札番号第２４－３７号） 

落札業者 ㈱大森林業所 

落札価格 １４，７００，０００円 

●下村尾鼻線尾鼻橋上部工建設工事 

（入札番号第２４－３８号） 

落札業者 ㈱湯山建材 

落札価格 ２６，５８０，０００円 



●村道高木出口線舗装補修工事（２工区） 

（入札番号第２４－３９号） 

落札業者 忍開発興業㈱ 

落札価格 ６，３４０，０００円 

●村道高木出口線舗装補修工事（支線） 

（入札番号第２４－４０号） 

落札業者 ㈲さくら工業 

落札価格 ２，６３０，０００円 

●内野地区村道沿立木伐採工事 

（入札番号第２４－４１号） 

落札業者 ㈲渡辺建設工業 

落札価格 ２，６７０，０００円 

●忍草地区村道沿立木伐採工事 

（入札番号第２４－４２号） 

落札業者 ㈲渡辺建設工業 

落札価格 ３，３８０，０００円 

  

平成２４年１１月３０日施行の入札結果を報告します。 

□落札価格に消費税含まず。 

●農道 144号線舗装補修工事（１工区） 

（入札番号第２４－４３号） 



落札業者 小林建設㈱  

落札価格 １０，０００，０００円 

●農道 144号線舗装補修工事（2工区） 

（入札番号第２４－４４号） 

落札業者 ㈲三浦建材土木  

落札価格 １０，３５０，０００円 

●農道 144号線舗装補修工事（3工区） 

（入札番号第２４－４５号） 

落札業者 ㈲幸伸建設 

落札価格 １４，１００，０００円 

●農道 159号線舗装補修工事（第 2工区） 

（入札番号第２４－４６号） 

落札業者 ㈲渡辺建設工業 

落札価格 １８，５５０，０００円 

●農道 213号線舗装補修工事（1工区） 

（入札番号第２４－４７号） 

落札業者 天野建設㈱ 

落札価格 ３，３００，０００円 

●農道 213号線舗装補修工事（2工区） 

（入札番号第２４－４８号） 

落札業者 ㈱渡清興業 



落札価格 ５，５００，０００円 

●管渠内ＴＶカメラ調査業務委託 

（入札番号第２４－４９号） 

落札業者 管清工業㈱神奈川営業所 

落札価格 ３，７００，０００円 

●下水道ＧＩＳデータ整備業務委託 

（入札番号第２４－５０号） 

落札業者 ㈱ブレーンズ東部支店 

落札価格 ７，９００，０００円 

●マンホールポンプ監視システム更新工事 

（入札番号第２４－５１号） 

落札業者 ㈱第一テクノ横浜営業所 

落札価格 ３，６８０，０００円 

●下水道耐震設計業務委託 

（入札番号第２４－５２号） 

落札業者 ㈱理工エンジニアリング 

落札価格 ５，１００，０００円 

●二十曲峠公衆トイレ新築工事 

（入札番号第２４－５３号） 

落札業者 ㈱サクライホーム 

落札価格 １２，３００，０００円 



  

平成２４年１２月２５日施行の入札結果を報告します。 

□落札価格に消費税含まず。 

●新名沢地区赤道補修工事 

（入札番号第２４－５４号） 

落札業者 ㈱冨士造園山梨支店 

落札価格 ６，５００，０００円 

●村道鐘山線予備調査測量業務委託 

（入札番号第２４－５５号） 

落札業者 ㈲アシスト測量設計 

落札価格 １，０８５，０００円 

●下水道管渠耐震化工事 

（入札番号第２４－５６号） 

落札業者 ㈲柏木土木 

落札価格 ４，９１０，０００円 

●下水道本管布設工事２４－１ 

（入札番号第２４－５７号） 

落札業者 ㈲幸伸建設 

落札価格 １４，２００，０００円 

  

平成２５年１月８日施行の入札結果を報告します。 



□落札価格に消費税含まず。 

●橋向排水路改修工事 

（入札番号第２４－５８号） 

落札業者 ㈲丸山土建 

落札価格 ６，４３０，０００円 

●村営駐車場復旧工事 

（入札番号第２４－５９号） 

落札業者 ㈲さくら工業 

落札価格 ５，３９０，０００円 

 

平成２５年２月８日施行の入札結果を報告します。 

□落札価格に消費税含まず。 

●農道１６８号線舗装補修工事 

（入札番号第２４－６０号） 

落札業者 ㈲幸伸建設 

落札価格 ６，７４０，０００円 

●建設廃棄物処理工事 

（入札番号第２４－６１号） 

落札業者 ㈲天野産業 

落札価格 ２，６５０，０００円 

 


