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(有）川久保興業所 （有）北栄建設

（株）ぐりーんふぁーむ八ヶ岳 (有）北杜緑化

（有）須田産業

（株）フジショウ

（有）藤森石材土木

1468　　5031000079 （株）朋和

(有）川久保興業所 （株）朋和

（株）ぐりーんふぁーむ八ヶ岳 （有）北栄建設

（株）輿水建設 (有）北杜緑化

（有）須田産業

（株）フジショウ

1456　　5031000080 藤原土木

（株）浅川運輸土建 （株）大喜建設

（株）牛田 北伸建設（株）

長田興業（株）

（有）坂本建設

（有）清水建興

1458　　5031000081 （有）須田産業

（有）浅川建工 （株）大喜建設

(有)石井工務店 隆生建設（株）

（有）今井建設 （株）巧光建設

長田興業（株） （株）フカサワ

（株）カナマル 北伸建設（株）

（株）上村建設 （株）三沢工務店

峡北建設（株） 道村建設（株）

（株）輿水建設 （有）宮沢工務店

1494　　5031000082 （株）鈴建

イトー 道村建設（株）

（有）今井建設 （有）宮沢工務店

（株）カナマル

（株）鈴建

隆生建設（株）

1432　　5031000083 （株）三沢工務店

（株）アサヒ総合サービス 太平ビルサービス（株）　甲府支店

（株）甲府キンダイサービス （株）太陽実業　山梨営業所

甲府ビルサービス（株） （株）プレジァコーポレーション

サクラそうじ 山梨管財（株）

（株）三友 山梨グローブシップ（株）

1444　　5032000055 （株）信栄

（有）アスカ測量設計

（株）サンクス

利根川測量

（株）日測　北杜支店

（株）富士測量　北杜営業所

1429　　5032000056 (有)藤山測量

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

豊前医科（株）　営業本部

マコト医科精機（株）

1463　　5033000056 （株）ムトウ山梨

97.9%2,880,000 3,168,000 2,820,000 3,102,000
マコト医科精機

（株）
R4.3.24195

へき地医療拠点病院設備整備事業
北杜市立塩川病院レフラクト・ケラト・トノメータ購入 (株)ニデック社製　レフラクト・ケラト・トノメータ（TONOREFⅢ）　1式 物品 北杜市立塩川病院

実績業者 指名 農地整備課194

基盤整備促進事業
長坂町白井沢地区用地測量業務委託 路線測量　L=0.465㎞

用地測量　A=2.156ha
委託 長坂町白井沢地内

実績業者 指名 塩川病院

93.9%6,730,000 7,403,000 6,320,000 6,952,000 (有)藤山測量 R4.3.31

91.2%2,510,000 2,761,000 2,290,000 2,519,000 （株）三友 R4.3.30193
北杜市立保育園園舎清掃業務委託

園舎清掃業務　1式
　明野保育園　須玉保育園・南部こども園　しらかば保育園
　しらかば保育園さくら分園　みどり保育園　わかば保育園　長坂保育園
　長坂保育園日野春分園　小泉保育園・北部こども園　いずみ保育園
　白州保育園・西部こども園　武川保育園　病児・病後児保育園

委託 北杜市立保育園（13園）

建築ABC 指名 商工・食農課192

地産地消関連施設整備事業
道の駅はくしゅう軒天井他改修工事 外部床タイル改修　1式

軒天井及び樋他改修　1式
建築 白州町白須地内

実績業者 指名
子育て応援

課

全者辞退のため中止 -4,780,000 5,258,000 R4.3.18

98.7%13,370,000 14,707,000 13,200,000 14,520,000 峡北建設（株） R4.3.25191

小中学校施設整備事業
北杜市立小中学校校舎内防火設備改修工事

防火設備改修工事　1式
　フロアヒンジ補修　N=8カ所
　オートヒンジ補修　N=11カ所
　危害防止装置用バッテリー交換　N=12カ所

建築
北杜市立須玉小学校

外8校

実績業者 指名 農業振興課190

農業生産基盤施設管理事業
高根町育苗施設解体工事

北育苗施設（倉庫）　延べ面積　A=285.9㎡
南育苗施設（倉庫）　延べ面積　A=285.9㎡
東建物（倉庫）　延べ面積　A=97.80㎡

解体 高根町村山西割地内

建築AB 指名 教育総務課

96.9%5,646,000 6,210,600 5,470,000 6,017,000 （有）清水建興 R4.2.28

95.1%4,100,000 4,510,000 3,900,000 4,290,000 (有）北杜緑化 R4.3.25189

市単道路新設改良事業
市道小倉線擁壁設置工事（3-1工区） 重力式擁壁　L=13m　H=2.9m　V=35㎥ 土木 須玉町小倉地内

土木BC 指名 道路河川課

土木BC 指名 道路河川課

98.0%4,040,000 4,444,000 3,960,000 4,356,000
（有）藤森石材土

木
R4.2.28

選定理由 契約方法 担当課

落札率
（落札価格
/予定価

格）

188

災害復旧事業
市道西井出1号線（あらい橋）災害復旧工事 復旧延長　L=4.0m

橋台断面修復工　N=1橋　A=1.36㎡
土木 大泉町西井出地内

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）
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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）

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

豊前医科（株）　営業本部

マコト医科精機（株）

1464　　5033000057 （株）ムトウ山梨

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 北杜事務機

（有）オフィスアトベ （株）マルアイ産機　北杜事務所

カミムラスポーツ 宮沢書店

（株）金峰商会　北杜営業所 みやざわスポーツ

1439　　5033000058 櫻井呉服店

96.7%2,667,000 2,933,700 2,580,000 2,838,000
（株）正直堂　北

杜店
R4.3.30197

保育園施設整備事業
北杜市立小淵沢保育園備品購入

両袖机　N=1台
演台　N=1台
常温配膳車　N=5台
おむつ交換台　N=1台　　　　他

物品 北杜市立小淵沢保育園

実績業者 指名 塩川病院196

へき地医療拠点病院設備整備事業
北杜市立塩川病院自動視野計購入 カールツァイスメディテック(株)社製　自動視野計（HFAⅢ/840）　1式 物品 北杜市立塩川病院

実績業者 指名
子育て応援

課

98.2%5,600,000 6,160,000 5,500,000 6,050,000
マコト医科精機

（株）
R4.3.24


