
中小企業者の受注実績取りまとめ表
※平成２１年度中に中小企業者が受注した主な官公需案件

市町村
市町村名 合計発注件数 工事 物品

甲府市 29,691 1,946 22,713

入札方法 金額概算

工務部みず管理室浄水管理課 工事 一般競争入札 580,849,500

都市建設部都市基盤整備室建築営繕課 工事 一般競争入札 570,150,000

工務部技術管理室施設維持課 工事 一般競争入札 330,750,000

産業部市場経営室業務課 測量・役務 指名競争入札 25,200,000

都市建設部都市基盤整備室建築営繕課 測量・役務 指名競争入札 25,200,000

都市建設部都市基盤整備室建築営繕課 測量・役務 指名競争入札 23,625,000

教育部教育総室学事課 物品 指名競争入札 33,589,500

教育部教育総室学事課 物品 指名競争入札 25,213,650

教育部教育総室学事課 物品 一般競争入札 2,137,800

入札方法 金額概算

富士吉田市 合計発注件数 工事 物品

3,377 189 2,956

入札方法 金額概算

市民文化エリア　 工事 建築 一般競争入札 955,500,000

市民文化エリア　 工事 建築 一般競争入札 530,775,000

市民文化エリア　 工事 電気 一般競争入札 453,075,000

下水道課 測量・役務 下水実施設計 指名競争入札 10,185,000

道路公園課 測量・役務 道路設計 指名競争入札 8,925,000

学校教育課 測量・役務 建築設計 一般競争入札 8,347,500

病院 物品 医療機器購入 一般競争入札 25,935,000

病院 物品 医療機器購入 一般競争入札 15,067,500

病院 物品 医療機器購入 一般競争入札 7,833,000

入札方法 金額概算

韮崎市 合計発注件数 工事 物品

4,958 669 3,516

入札方法 金額概算

上下水道課 工事 一般競争入札 105,000,000

上下水道課 工事 指名競争入札 67,725,000

上下水道課 工事 指名競争入札 55,020,000

企画財政課 測量・役務 指名競争入札 32,340,000

教育課 測量・役務 指名競争入札 14,385,000

教育課 測量・役務 指名競争入札 13,439,370

教育課 物品 指名競争入札 12,801,994

企画財政課 物品 指名競争入札 11,163,600

市民課 物品 一般競争入札 11,010,300

入札方法 金額概算

下水道工事（第８工区）

下水道工事（第９工区）

上ノ山・穂坂地区農工団地実施設計業務委託

(そ-1)平瀬浄水場計装設備更新工事

役務提供（測量・役務）

773

役務提供（測量・役務）

232

主な発注案件

千塚小学校校舎増改築事業に伴う実施設計委託

平成２２年度韮崎北西小学校給食調理業務委託

低地域第一の１幹線下水道管布設工事（第二工区)

甲運小学校校舎増改築（建築主体）工事

官公需適格組合への発注

小学校英語助手設置事業業務委託・中学校外国語指導助手業務委託

韮崎市内小学校５校PC購入

平成２２年度広報にらさき発行業務委託

韮崎市指定ゴミ袋（可燃）作製

役務提供（測量・役務）

5,032

演台　他

甲府市中央卸売市場(青果棟・水産棟)耐震診断(三次)調査委託

笛南中学校校舎改築事業に伴う実施設計委託

官公需適格組合への発注

主な発注案件

学校教育用パソコン他

主な発注案件

甘利浄水場急速ろ過施設機械・電気設備工事

学校教育用デジタルテレビ他

官公需適格組合への発注



南アルプス市 合計発注件数 工事 物品

360 217 77

入札方法 金額概算

子育て支援課 工事 保育所建設工事 一般競争入札 307,230,000

教育総務課 工事 屋内運動場改築工事 一般競争入札 291,375,000

消防本部管理課 工事 消防本部庁舎・防災センター外構工事 一般競争入札 98,910,000

用地管理課 測量・役務 道路台帳業務委託 指名競争入札 67,336,500

教育総務課 測量・役務 屋内運動場改築工事業務委託 指名競争入札 23,079,000

下水道課 測量・役務 下水道管渠清掃及びTVカメラ調査業務委託 指名競争入札 15,225,000

消防本部消防課 物品 ポンプ車購入 指名競争入札 29,400,000

行政システム課 物品 業務系システム機器リース 指名競争入札 16,961,000

健康増進課 物品 備品購入 指名競争入札 15,676,500

入札方法 金額概算

昭和町 合計発注件数 工事 物品

296 62 8

入札方法 金額概算

都市整備課 工事 公募型氏名競争入札 110,145,000

都市整備課 工事 公募型氏名競争入札 97,240,500

企画財政課 工事 指名競争入札 49,954,800

下水道課 測量・役務 指名競争入札 26,985,000

都市整備課 測量・役務 随意契約 13,032,000

建設課 測量・役務 指名競争入札 7,980,000

学校教育課 物品 指名競争入札 3,517,500

学校教育課 物品 指名競争入札 2,828,700

総務課 物品 随意契約 2,163,350

入札方法 金額概算

西桂町 合計発注件数 工事 物品

28 22 2

入札方法 金額概算

教育委員会 工事 西桂中学校屋内運動場改築工事 一般競争入札 387,975,000

福祉保健課 工事 西桂保育所増改築工事 一般競争入札 166,425,000

教育委員会 工事 西桂中学校屋内運動場電気設備工事 一般競争入札 33,232,500

建設水道課 測量・役務 指名競争入札 2,310,000

建設水道課 測量・役務 西桂町公共下水道事業再評価委託 指名競争入札 2,047,500

建設水道課 測量・役務 三ツ峠さくら公園芝等管理業務委託 指名競争入札 1,522,500

総務課 物品 ﾏﾂﾀﾞﾃﾞﾐｵ購入 随意契約 1,278,774

総務課 物品 ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗ購入 随意契約 1,125,785

物品

入札方法 金額概算

官公需適格組合への発注

平成２１年度押原公園整備工事　第２工区

公共下水道実施設計業務委託

西条・昭和インター線物件調査補償算定業務委託

昭和町防災行政無線デジタル化工事

官公需適格組合への発注

押原公園指定管理委託

役務提供（測量・役務）

226

町内橋梁点検及び橋梁台帳整備業務委託

役務提供（測量・役務）

66

主な発注案件

学校情報通信技術環境整備事業備品

理科教育設備整備事業備品

公用車トヨタ　シエンタ（車いす使用）

官公需適格組合への発注

主な発注案件

役務提供（測量・役務）

4

主な発注案件

平成２１年度押原公園整備工事　第１工区



忍野村 合計発注件数 工事 物品

50 23 7

入札方法 金額概算

教育委員会 工事 北富士演習場周辺学習等供用施設建設工事 一般競争入札 897,750,000

建設課 工事 平成21年度村道鐘山新線道路改良工事 指名競争入札 140,700,000

建設課 工事 立沢堀改修工事 指名競争入札 49,140,000

上下水道課 測量・役務 水道施設実施設計業務 指名競争入札 46,830,000

上下水道課 測量・役務 全体計画変更及び事業認可変更設計等業務委託 指名競争入札 12,495,000

建設課 測量・役務 尾鼻橋橋梁設計業務委託 指名競争入札 11,655,000

総務課 物品 公用車購入 指名競争入札 5,420,000

総務課 物品 公用車購入（2台） 指名競争入札 4,900,000

総務課 物品 福祉車両購入 指名競争入札 3,627,500

入札方法 金額概算官公需適格組合への発注

役務提供（測量・役務）

20

主な発注案件
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