
平成26年度運営管理・維持管理業務実績一覧表

工種 業務名 業務内容 再委託先 期間 金額　円

植物管理 植物管理 芝生地、除草、樹木、生垣管理 ㈱東勝緑産 平成26年4月1日～平成27年3月31日 15,120,000

見本園管理 植栽、肥料、維持管理、収穫 野草のさと・大月加工センター企業組合 平成26年4月1日～平成27年3月31日 248,396

プランター管理 植栽、肥料、維持管理、収穫 野草のさと・大月加工センター企業組合 平成26年4月1日～平成27年3月31日 259,200

采園・棚田管理 植栽、肥料、維持管理、収穫 野草のさと・大月加工センター企業組合 平成26年4月1日～平成27年3月31日 3,132,000

施設管理 電気設備管理 ガスヒートエアコン、空調他 ＲＢサービス 平成26年4月1日～平成27年3月31日 86,940

自動扉 沢井工務店 平成26年4月1日～平成27年3月31日 32,400

非常設備管理 高圧受電盤 財）関東電気保安協会 平成26年4月1日～平成27年3月31日 178,848

消防施設管理 消化器、自火報、非常放送他、非常照明 太陽防災(有) 平成26年4月1日～平成27年3月31日 86,400

ガス施設管理 ガス貯蔵施設法定検査 日本ガス(株) 平成26年4月1日～平成27年3月31日 使用料内に含む

受水槽管理 受水槽点検、清掃、グリストラップ点検清掃 ㈱中央浄化槽センター 平成26年4月1日～平成27年3月31日 408,240

遊具施設管理 遊具施設点検 ㈱三英 平成26年4月1日～平成27年3月31日 388,800

浄化槽法令点検 山梨県浄化槽協会 平成26年4月1日～平成27年3月31日 10,800

機械警備 夜間警備・AED セコム㈱ 平成26年4月1日～平成27年3月31日 295,600

システム管理 ホームページ、サーバー管理 エコルシステム 平成26年4月1日～平成27年3月31日 1,144,800

システム管理 ホームページリニューアル エコルシステム 平成27年2月1日～平成27年3月20日 346,680

清掃管理 日常清掃、ガラス清掃、床面清掃、害虫駆除 ㈱共和産業 平成26年4月1日～平成27年3月31日 2,916,000

24,655,104

平成27年度運営管理・維持管理業務実績一覧表

工種 業務名 業務内容 再委託先 期間 金額　円

植物管理 植物管理 芝生地、除草、樹木、生垣管理 ㈱東勝緑産 平成27年4月1日～平成28年3月31日 15,120,000

農園管理 見本園・プランター・菜園・棚田 野草のさと・大月加工センター企業組合 平成27年4月1日～平成28年3月31日 3,780,000

施設管理 電気設備管理 ガスヒートエアコン、空調他 ＲＢサービス 平成27年4月1日～平成28年3月31日 86,940

自動扉 沢井工務店 平成27年4月1日～平成28年3月31日 32,400

非常設備管理 高圧受電盤 財）関東電気保安協会 平成27年4月1日～平成28年3月31日 178,848

消防施設管理 消化器、自火報、非常放送他、非常照明 太陽防災(有) 平成27年4月1日～平成28年3月31日 86,400

ガス施設管理 ガス貯蔵施設法定検査 日本ガス(株) 平成27年4月1日～平成28年3月31日 使用料内に含む

受水槽管理 受水槽点検、清掃、グリストラップ点検清掃 ㈱中央浄化槽センター 平成27年4月1日～平成28年3月31日 408,240

遊具施設管理 遊具施設点検 ㈱三英 平成27年4月1日～平成28年3月31日 388,800

浄化槽法令点検 山梨県浄化槽協会 平成27年4月1日～平成28年3月31日 10,800

機械警備 夜間警備・AED セコム㈱ 平成27年4月1日～平成28年3月31日 295,600

システム管理 ホームページ、サーバー管理 エコルシステム 平成27年4月1日～平成28年3月31日 1,144,800

清掃管理 日常清掃、ガラス清掃、床面清掃、害虫駆除 ㈱共和産業 平成27年4月1日～平成28年3月31日 2,916,000

24,448,828

合計

合計



平成28年度運営管理・維持管理業務実績一覧表

工種 業務名 業務内容 再委託先 期間 金額　円

植物管理 植物管理 芝生地、除草、樹木、生垣管理 ㈱東勝緑産 平成28年4月1日～平成29年3月31日 15,120,000

農園管理 見本園・プランター・菜園・棚田 野草のさと・大月加工センター企業組合 平成28年4月1日～平成29年3月31日 3,780,000

施設管理 電気設備管理 ガスヒートエアコン、空調他 ＲＢサービス 平成28年4月1日～平成29年3月31日 86,940

自動扉 沢井工務店 平成28年4月1日～平成29年3月31日 32,400

非常設備管理 高圧受電盤 財）関東電気保安協会 平成28年4月1日～平成29年3月31日 178,848

消防施設管理 消化器、自火報、非常放送他、非常照明 太陽防災(有) 平成28年4月1日～平成29年3月31日 86,400

ガス施設管理 ガス貯蔵施設法定検査 日本ガス(株) 平成28年4月1日～平成29年3月31日 使用料内に含む

受水槽管理 受水槽点検、清掃、グリストラップ点検清掃 ㈱中央浄化槽センター 平成28年4月1日～平成29年3月31日 408,240

遊具施設管理 遊具施設点検 ㈱三英 平成28年4月1日～平成29年3月31日 388,800

浄化槽法令点検 山梨県浄化槽協会 平成28年4月1日～平成29年3月31日 10,800

機械警備 夜間警備・AED セコム㈱ 平成28年4月1日～平成29年3月31日 295,600

システム管理 ホームページ、サーバー管理 エコルシステム 平成28年4月1日～平成29年3月31日 1,144,800

清掃管理 日常清掃、ガラス清掃、床面清掃、害虫駆除 ㈱共和産業 平成28年4月1日～平成29年3月31日 2,916,000

24,448,828

平成29年度運営管理・維持管理業務実績一覧表

工種 業務名 業務内容 再委託先 期間 金額　円

植物管理 植物管理 芝生地、除草、樹木、生垣管理 ㈱東勝緑産 平成29年4月1日～平成30年3月31日 15,120,000

農園管理 見本園・プランター・菜園・棚田 野草のさと・大月加工センター企業組合 平成29年4月1日～平成30年3月31日 3,780,000

施設管理 電気設備管理 ガスヒートエアコン、空調他 ＲＢサービス 平成29年4月1日～平成30年3月31日 64,260

自動扉 沢井工務店 平成29年4月1日～平成30年3月31日 33,963

非常設備管理 高圧受電盤 財）関東電気保安協会 平成29年4月1日～平成30年3月31日 178,848

消防施設管理 消化器、自火報、非常放送他、非常照明 太陽防災(有) 平成29年4月1日～平成30年3月31日 86,400

ガス施設管理 ガス貯蔵施設法定検査 日本ガス(株) 平成29年4月1日～平成30年3月31日 使用料内に含む

厨房レンジフィルター管理 レンジフィルター定期交換 エース工機 平成29年4月1日～平成30年3月31日 38,880

受水槽管理 受水槽点検、清掃、グリストラップ点検清掃 ㈱中央浄化槽センター 平成29年4月1日～平成30年3月31日 408,240

遊具施設管理 遊具施設点検 ㈱三英 平成29年4月1日～平成30年3月31日 388,800

浄化槽法令点検 山梨県浄化槽協会 平成29年4月1日～平成30年3月31日 6,000

機械警備 夜間警備・AED セコム㈱ 平成29年4月1日～平成30年3月31日 319,258

システム管理 ホームページ、サーバー管理 エコルシステム 平成29年4月1日～平成30年3月31日 1,144,800

清掃管理 日常清掃、ガラス清掃、床面清掃、害虫駆除 ㈱共和産業 平成29年4月1日～平成30年3月31日 2,916,000

24,485,449

合計

合計


