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（株）上村建設

（株）輿水建設

（株）里吉工業所

（株）フカサワ

藤原土木

1356　　5031000071

（有）浅川興業

金山土建（株）

（有）坂本設備

（有）山栄建設

隆生建設（株）

1379　　5031000072 道村建設（株）

（有）浅川建工 （有）川久保興業所

（有）石井工務店 白倉建築所

イトー （株）大喜建設

（有）今井建設 （有）宮沢工務店

長田興業（株） （有）野牛嶋建築

1381　　5031000073 （株）カナマル

（有）浅川建工 （株）鈴建

イトー （株）大喜建設

（有）今井建設 （株）巧光建設

長田興業（株） 北伸建設（株）

（株）カナマル （有）宮沢工務店

1348　　5031000074 峡北建設（株）

（株）井出建設 （有）丸治坂本建設

峡北建設（株） 守屋建設（株）

（株）巧光建設

（有）武井建設

特殊興業（株）

1355　　5031000075 （株）仲山建設

（株）浅川運輸土建 （有）須田産業

（株）井出建設 （株）大喜建設

（株）牛田 特殊興業（株）

長田興業（株） （株）仲山建設

峡北建設（株） 北伸建設（株）

（有）坂本建設 守屋建設（株）

1324　　5031000076 （有）清水建興

（株）浅川運輸土建 （株）中新土木

長田興業（株） （有）藤森石材土木

輿水土建（株） 北伸建設（株）

（有）坂本建設 （有）丸二利根川組

（有）清水建興 明立工業（株）

1377　　5031000077 （有）東和建設

（株）浅川運輸土建 （株）中新土木

長田興業（株） （有）藤森石材土木

輿水土建（株） 北伸建設（株）

（有）坂本建設 （有）丸二利根川組

（有）清水建興 明立工業（株）

1378　　5031000078 （有）東和建設

舗装AB 指名
上下水道施

設課
176

老朽管等施設更新事業
舗装本復旧工事　大泉第3-3工区 舗装本復旧　L=296m　W=3.30～5.00m

アスファルト舗装工（t=5㎝）　A=1,108㎡
舗装 大泉町西井出地内 96.5%5,970,000 6,567,000 5,760,000 6,336,000 （株）中新土木 R4.2.28

96.3%1,610,000 1,771,000 1,550,000 1,705,000 （有）清水建興 R4.2.21175

老朽管等施設更新事業
舗装本復旧工事　大泉第3-2工区 舗装本復旧　L=76m　W=3.75～4.55m

アスファルト舗装工（t=5㎝）　A=295㎡
舗装 大泉町西井出地内

実績業者 指名 学術課
174

ふるさと歴史公園事業
史跡金生遺跡公園復元住居解体・撤去等工事

復元住居解体・撤去　N=2棟
木製ベンチ撤去　N=12脚
復元住居茅葺屋根修繕　N=1棟
木製階段修繕　1式

解体 大泉町谷戸地内

舗装AB 指名
上下水道施

設課

98.4%
R4.3.253,476,000 3,823,600 3,420,000 3,762,000 守屋建設（株）

98.2%18,830,000 20,713,000 18,500,000 20,350,000 （株）仲山建設 R4.3.25173

災害復旧事業
市道長坂富岡・高根下黒澤10号線（北高南橋）災害復旧工事

護岸復旧工事　L=25.6m
大型ブロック積工【下流】　A=25㎡　　【上流】　A=23㎡
すりつけ工　じゃかご　L=40m
　　　　　　　 ふとんかご（多段積式）　L=10m
護床工　ふとんかご（スロープ式）　L=54m
排水構造物工　L=7m
工事用道路工　盛土　V=480㎥
仮設水路工　L=32m
大型土のう工　N=49個

土木 長坂町渋沢地内

建築ABC 指名 教育総務課172

小中学校スクールバス運行事業
北杜市立泉小学校スクールバス車庫オーバースライダー修繕工事 オーバースライダー修繕　1式

外壁修繕　1式
建築 北杜市立泉小学校

土木AB 指名 道路河川課

96.6%2,370,000 2,607,000 2,290,000 2,519,000 北伸建設（株） R4.2.25

98.5%2,640,000 2,904,000 2,600,000 2,860,000 （有）野牛嶋建築 R4.2.25171

小学校施設整備事業
高根東小学校多目的教室改修工事

多目的教室（旧パソコンルーム）改修　A=90㎡
児童用ロッカー他取付家具設置　1式
教壇ステージ設置　1式

建築 北杜市立高根東小学校

管（水道）
AB

指名
上下水道施

設課
170

重要給水施設配水管耐震化事業
配水管布設替工事　武川第3-1工区 配水管布設工　HPPEΦ200　L=203.7m

水道
施設

武川町柳澤地内

建築BC 指名 教育総務課

97.9%13,280,000 14,608,000 13,000,000 14,300,000 金山土建（株） R4.3.10

商工・食農課 97.9%14,710,000 16,181,000 14,400,000 15,840,000 （株）里吉工業所 R4.3.25

選定理由 契約方法 担当課

落札率
（落札価格
/予定価

格）

169

企業等振興支援事業
農道須玉穴平10号線道路改良工事

道路改良工事　L=112m　W=4.0m
土留重力式擁壁工　L=25m　V=9㎥
ブロック積擁壁工　L=50m　A=36㎡
水路工（自由勾配側溝〔止水型300×400〕）　L=15m
水路工（自由勾配側溝〔横断型300×400〕）　L=3m
集水桝1型（400×400×800）　N=2箇所
集水桝2型（400×400×1,000）　N=1箇所
集水桝3型（1,000×1,000×1,400）　N=1箇所
アスファルト舗装工（表層t=4㎝）　A=451㎡
防護柵設置工　L=50m
縁石工（舗装止）　L=132m

土木 須玉町穴平地内

予定価格
（税込）

落札価格
（税抜）

落札金額
（税込）

落札業者 申出者または指名業者 工期・納期

入
札
番
号

案件名 概要 区分 履行場所
予定価格
（税抜）

土木AB 指名
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選定理由 契約方法 担当課

落札率
（落札価格
/予定価

格）

予定価格
（税込）

落札価格
（税抜）

落札金額
（税込）

落札業者 申出者または指名業者 工期・納期

入
札
番
号

案件名 概要 区分 履行場所
予定価格
（税抜）

甲斐日産自動車（株） 山梨トヨタ自動車（株）　ツインズ韮崎店

（株）甲信マツダ 山梨トヨペット（株）

日産プリンス山梨販売（株） （株）ユニオックス

ネッツトヨタ甲斐（株）　韮崎店

（株）ホンダ四輪販売関東中央　山梨法人課

1312　　5033000045 山梨ダイハツ販売（株）

協和医科器械（株）　甲府支店

（株）匠メディカル

（有）平穂医科器械

豊前医化（株）　営業本部

マコト医科精機（株）

1326　　5033000046 （株）ムトウ山梨

協和医科器械（株）　甲府支店

（株）匠メディカル

（有）平穂医科器械

豊前医化（株）　営業本部

マコト医科精機（株）

1359　　5033000047 （株）ムトウ山梨

協和医科器械（株）　甲府支店

（株）匠メディカル

（有）平穂医科器械

豊前医化（株）　営業本部

マコト医科精機（株）

1360　　5033000048 （株）ムトウ山梨

協和医科器械（株）　甲府支店

（株）匠メディカル

（有）平穂医科器械

豊前医化（株）　営業本部

マコト医科精機（株）

1361　　5033000049 （株）ムトウ山梨

協和医科器械（株）　甲府支店

（株）匠メディカル

（有）平穂医科器械

豊前医化（株）　営業本部

マコト医科精機（株）

1362　　5033000050 （株）ムトウ山梨

協和医科器械（株）　甲府支店

（株）匠メディカル

（有）平穂医科器械

豊前医化（株）　営業本部

マコト医科精機（株）

1363　　5033000051 （株）ムトウ山梨

協和医科器械（株）　甲府支店

（株）匠メディカル

（有）平穂医科器械

豊前医化（株）　営業本部

マコト医科精機（株）

1308　　5033000052 （株）ムトウ山梨

実績業者 指名 辺見診療所184
北杜市立辺見診療所診療予約システムソフト購入

診療予約システムソフト（ドクターキューブ）　1式 物品 北杜市立辺見診療所 99.0%1,980,000 2,178,000 1,960,000 2,156,000
（有）平穂医科器

械
R4.2.28

99.1%3,300,000 3,630,000 3,270,000 3,597,000
協和医科器械

（株）　甲府支店
R4.2.28183

へき地医療拠点病院設備整備事業
北杜市立塩川病院全自動血液凝固測定装置購入 シスメックス(株)社製　全自動血液凝固測定装置（CS-1600）　N=1台 物品 北杜市立塩川病院

実績業者 指名 塩川病院182

へき地医療拠点病院設備整備事業
北杜市立塩川病院除細動器購入 (株)フィリップスジャパン社製　除細動器（DFM100HospitalP/S）　N=1台 物品 北杜市立塩川病院

実績業者 指名 塩川病院

97.2%2,038,000 2,241,800 1,980,000 2,178,000
（有）平穂医科器

械
R4.2.28

99.3%9,950,000 10,945,000 9,880,000 10,868,000
（有）平穂医科器

械
R4.2.28181

へき地医療拠点病院設備整備事業
北杜市立塩川病院多用途透析用監視装置購入 日機装(株)社製　多用途透析用監視装置（DSC-200Si-typeRWF）　N=2台 物品 北杜市立塩川病院

実績業者 指名 塩川病院180

へき地医療拠点病院設備整備事業・新型インフルエンザ患者入院医
療整備事業
北杜市立塩川病院人工呼吸器購入 フクダ電子(株)社製　人工呼吸器（SERVO-air）　N=2台 物品 北杜市立塩川病院

実績業者 指名 塩川病院

98.3%9,200,000 10,120,000 9,040,000 9,944,000
（有）平穂医科器

械
R4.2.28

99.3%7,000,000 7,700,000 6,950,000 7,645,000
協和医科器械

（株）　甲府支店
R4.2.28179

へき地医療拠点病院設備整備事業
北杜市立塩川病院多項目自動血球分析装置購入 シスメックス(株)社製　多項目自動血球分析装置（XR-1000）　N=1台 物品 北杜市立塩川病院

実績業者 指名 介護支援課178

北杜市介護予防事業
介護予防用測定機器マルチ周波数体組成計購入 マルチ周波数体組成計（ポータブルタイプ）　N=3台 物品 北杜市役所

実績業者 指名 塩川病院

87.4%3,140,000 3,454,000 2,743,500 3,017,850 （株）匠メディカル R4.2.28

80.6%2,170,000 2,387,000 1,750,000 1,925,000
（株）ホンダ四輪
販売関東中央
山梨法人課

R4.3.31177
北杜市立辺見診療所往診用車両購入 往診用車両　N=1台（新車）

　ドア数：5ドア　乗車定員：5人　駆動方式：四輪駆動　変速方式：MT以外
　車体色：シルバー系　使用燃料：ガソリン　排気量：1.0L以上

物品 北杜市立辺見診療所 実績業者 指名 辺見診療所



　　　入　札　執　行　結　果　表　 （令和3年11月30日　執行）　　第16回

選定理由 契約方法 担当課

落札率
（落札価格
/予定価

格）

予定価格
（税込）

落札価格
（税抜）

落札金額
（税込）

落札業者 申出者または指名業者 工期・納期

入
札
番
号

案件名 概要 区分 履行場所
予定価格
（税抜）

アルプス事務機（有）　北杜支店 （株）正直堂　北杜店

（資）内田盛和堂 （有）タキデン

（有）オフィスアトベ 北杜事務機

（株）カナマル （株）マルアイ産機　北杜事務所

（株）金峰商会　北杜営業所 宮沢書店

1281　　5033000053 櫻井呉服店

アルプス事務機（有）　北杜支店 北杜事務機

（資）内田盛和堂 （株）マルアイ産機　北杜事務所

（有）オフィスアトベ 宮沢書店

（株）金峰商会　北杜営業所

櫻井呉服店

1358　　5033000054 （株）正直堂　北杜店

アルプス事務機（有）　北杜支店 北杜事務機

（資）内田盛和堂 （株）マルアイ産機　北杜事務所

（有）オフィスアトベ 宮沢書店

（株）金峰商会　北杜営業所

櫻井呉服店

1329　　5033000055 （株）正直堂　北杜店

95.8%4,903,000 5,393,300 4,698,000 5,167,800
（株）金峰商会
北杜営業所

R4.2.28187

二拠点居住拠点整備事業
道の駅こぶちさわサテライトオフィス等備品購入

テーブル　N=16台
椅子　N=21脚
縦型ブラインド　N=7箇所
サイドテーブル　N=2台
デスクワゴン　N=3台
ダイニングベンチ　N=2台
ソファー　N=1台　　　　　　　　　　　他

物品 小淵沢町地内

実績業者 指名 企画課186

北杜市サテライトオフィス等整備推進事業
長坂コミュニティ・ステーションサテライトオフィス等備品購入

ミーティングテーブル　N=6台
テーブル　N=4台
椅子　N=37脚
ワークデスク　N=8台
ロッカー　N=6台　　　　　　　　　　　他

物品 長坂町長坂上条地内

実績業者 指名 企画課

94.0%8,405,000 9,245,500 7,900,000 8,690,000
（株）マルアイ産
機　北杜事務所

R4.3.29

81.5%1,200,000 1,320,000 977,550 1,075,305 （資）内田盛和堂 R4.2.10185

甲陵高等学校感染リスク低減対策事業
加湿空気清浄機購入

加湿空気清浄機　N=15台
　外形寸法：幅427㎜×奥行371㎜×高さ738㎜以下
　加湿方式：気化方式　　電源コード長さ：2m以上　　浄化時間：8畳/7分
　空気清浄適用床面積：41畳程度　　風量：最大8.8㎥/分
　消費電力：最大68W　　運転音：最大53dB　　加湿量：最大930㎖/h

物品 北杜市立甲陵高等学校 実績業者 指名
甲陵高等学

校


