平成21年度 発注情報調査先
No
団体名
1 国土交通省関東運輸局山梨運輸支局
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_yamanasi/index.html
2 国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/
3 国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/fujikawa/
4 陸上自衛隊北富士駐屯地第４１５会計隊
5 国立大学法人 山梨大学
http://www.yamanashi.ac.jp/
6 関東財務局甲府財務事務所
http://www.mof-kantou.go.jp/kofu/
7 甲府社会保険事務所

担当課
企画輸送課

〒
住所
406-0034 笛吹市石和町唐柏１０００－９

TEL
055-261-0880

経理課

400-0008 甲府市緑が丘１－１０－１

055-252-5494

総務課

400-0027 甲府市富士見２－１２－１６

055-252-7108

契約班

401-0511 南都留郡忍野村忍草３０９３

0555-84-3135

財務管理部財務管理課 400-0016 甲府市武田４－４－３７

055-220-8384

総務課経理係・管財係

400-0024 甲府市北口１－４－１０

055-253-2261

庶務課

400-0026 甲府市塩部１－３ー１２

055-252-1431

会計課

400-0032 甲府市中央１－１１

055-235-7231

会計課管理係

400-0032 甲府市中央1-10-7

055-235-1131

会計課

400-0031 甲府市丸の内 1-6-1

055-235-2121

通信庶務課

400-0031 甲府市丸の内 1-6-1

055-235-2121

12 甲府地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kofu/frame.html
13 甲府刑務所

会計課

400-0024 甲府市北口 1-2-19

055-252-7151

用度課

400-0056 甲府市堀之内町 500

055-241-8311

14 甲府少年鑑別所

庶務課・用度担当

400-0055 甲府市大津町2075-1

055-241-1881

15 甲府保護観察所
http://www.moj.go.jp/HOGO/k/kofu/kofu.html
16 甲府税務署
http://www.nta.go.jp/tokyo/index.htm
17 山梨税務署
http://www.nta.go.jp/tokyo/index.htm
18 大月税務署
http://www.nta.go.jp/tokyo/index.htm
19 農林水産省関東農政局山梨農政事務所
http://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/yamanashi/index.html
20 山梨労働局
http://www.y-roudoukyoku.go.jp/
21 甲府労働基準監督署

企画調整課

400-0032 甲府市中央 1-11-8

055-235-7144

総務課会計係

400-0032 甲府市丸の内１－１１－６

055-233-3111

総務課

405-0018 山梨市上神内川７３８

0553-22-1411

総務課

401-0012 大月市御太刀２－８－１０

0554-22-3151

総務課

400-0031 甲府市丸の内 3-5-9

055-226-6611

総務部総務課

400-0032 甲府市丸の内1丁目1-11

055-225-2851

業務課

400-8579 甲府市下飯田2-5-51

055-224-5611

22 鰍沢労働基準監督署

（官公需担当）

400-0601 南巨摩郡鰍沢町鰍沢655-50

0556-22-3181

23 都留労働基準監督署

（官公需担当）

405-0018 都留市四日市場23-2

0554-43-2195

24 日本政策金融公庫甲府支店

（官公需担当）

400-0031 甲府市丸の内2-26-2

055-228-2182

25 山梨県社会保険診療報酬支払基金

（官公需担当）

400-8503 甲府市湯田2-12-22

055-226-5711

8 甲府地方検察庁
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kofu/kofu.shtml
9 甲府地方裁判所
http://www.courts.go.jp/koufu/
10 山梨県警察本部
http://www.pref.yamanashi.jp/police/index1.htm
11 関東管区警察局山梨県通信部

26 山 梨 県
http://www.pref.yamanashi.jp/pref/index.jsp
山 梨 県
山 梨 県
山 梨 県
山梨県 商工労働部
山 梨 県
山 梨 県
山 梨 県
山 梨 県
山 梨 県
山 梨 県
山 梨 県
山 梨 県
山 梨 県
山 梨 県
山 梨 県
27 甲 府 市
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/contents/
28 富士吉田市
http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/
29 甲 州 市
http://www.city.koshu.yamanashi.jp
30 都 留 市
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/
31 山 梨 市
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
32 大 月 市
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/
33 韮 崎 市
http://www.city.nirasaki.lg.jp/
34 南アルプス市
http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/
35 甲 斐 市
http://www.city.kai.yamanashi.jp/
36 笛 吹 市
http://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/
37 北 杜 市
http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/
38 上 野 原 市
http://www.city.uenohara.yamanashi.jp/
39 中 央 市
http://www.city.chuo.yamanashi.jp/

企画部
総務部
福祉保健部
森林環境部
商工企画課
観光部
農政部
土木部
峡中地域振興局
峡東地域振興局
峡南地域振興局
峡北地域振興局

400-8501 甲府市丸の内１－６－１

400-8501
400-8501
400-8501
400-8501
400-8501
400-8501
400-8501
400-8501
404-8601
400-0692
407-0024
富士北麓・東部地域振興局 402-0054
出納局
400-8501
企業局
400-8501
教育委員会
400-8501

甲府市丸の内１－６－１
甲府市丸の内１－６－１
甲府市丸の内１－６－１
甲府市丸の内１－６－１
甲府市丸の内１－６－１
甲府市丸の内１－６－１
甲府市丸の内１－６－１
甲府市丸の内１－６－１ 北別館５Ｆ

055-237-1111

甲府市丸の内１－６－１
甲府市丸の内１－９－１１
甲府市丸の内１－６－１

055-237-1111
055-237-1111
055-237-1111
055-237-1111
055-237-1111
055-237-1111
055-237-1111
055-237-1111
0553-20-2700
0556-22-8130
0551-23-3051
0554-45-7800
055-237-1111
055-223-5380
055-237-1111

総務部理財室契約課

400-8585 甲府市丸の内１－１８－１

055-237-5124

管財課契約担当

403-8601 富士吉田市下吉田１８４２

0555-22-1111

管財課

404-8501 甲州市上於曾１０４０

0553-32-5060

甲州市塩山上塩後1239-1 東山梨合同庁舎１Ｆ

南巨摩郡鰍沢町771-2 南巨摩合同庁舎内
韮崎市本町４－２－４ 北巨摩合同庁舎２Ｆ
都留市田原３－３－３ 南都留合同庁舎１Ｆ

総務部財政課契約担当 402-8501 都留市上谷１－１－１

0544-43-1111

管財課契約管理係

405-8501 山梨市小原西９５５

0553-22-1111

財務管理課管財担当

401-8601 大月市大月２－６－２０

0554-22-2111

総務課管財係

407-8501 韮崎市水神１－３－１

0551-22-1111

管財契約課

400-0395 南アルプス市小笠原３７６

055-282-1111

（官公需担当）

400-0192 甲斐市篠原２６１０

総務部管財課

406-8510 笛吹市石和町市部７７７

055-262-4111

企画部財政課管財・契約担当

408-0188 北杜市須玉町大豆生田961-1

0551-42-1312

（官公需担当）

409-0192 上野原市上野原3832

0554-62-3111

（官公需担当）

409-3892 中央市臼井阿原３０１－１

055-274-1111

中巨摩郡
40 昭和町
http://www.town.showa.yamanashi.jp/

総務課

409-3880 中巨摩郡昭和町押越５４２－２

055-275-8153

西八代郡
41 市川三郷町
http://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/

財政課

409-3601 西八代郡市川三郷町市川大門１７９０－３ 055-272-1101

各担当課

400-0503 南巨摩郡増穂町天神中条１１３４

0556-22-7201

総務課企画財政担当

409-2732 南巨摩郡早川町高住７５８

0556-45-2511

財政課

409-3392 南巨摩郡身延町切石３５０

0556-42-4802

財政課

409-2192 南巨摩郡富沢町福士２８５０５－２ 0556-66-3403

南巨摩郡
42 富士川町
http://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/
43 早川町
http://www.town.hayakawa.yamanashi.jp/
44 身延町
http://www.town.minobu.lg.jp/
45 南部町
http://www.town.nanbu.yamanashi.jp/

南都留郡
46 道志村
http://www.vill.doshi.lg.jp/
47 西桂町
http://www.town.nishikatsura.yamanashi.jp/
48 忍野村
http://www.vill.oshino.lg.jp
49 鳴沢村
http://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/
50 富士河口湖町
http://www.town.fujikawaguchiko.yamanashi.jp/
51 山中湖村
http://www.vill.yamanakako.yamanashi.jp/
北都留郡
52 丹波山村
http://www.vill.tabayama.yamanashi.jp/
53 小菅村
http://www.vill.kosuge.yamanashi.jp/

建設課

402-0209 南都留郡道志村６１８１－１

0554-52-2111

総務課・管理係

403-0022 南都留郡西桂町小沼１５０１

0555-25-2121

総務課

401-0592 南都留郡忍野村忍草１５１４

0555-84-3111

総務課

401-0300 南都留郡鳴沢村１５７５

0555-85-2311

管理課

401-0392 南都留郡河口湖町船津1700

0555-72-1111

総務課財政係

401-0595 南都留郡山中湖村山中２３７－１

0555-62-1111

（官公需担当）

409-0305 北都留郡丹波山村丹波山８９０

0428-88-0211

源流振興課

409-0211 北都留郡小菅村４６９８

0428-87-0111

