
　　　入　札　執　行　結　果　表　 （令和3年4月30日　執行）　　第1回

長田興業㈱ ㈱フジショウ

㈲川久保興業所 ㈱朋和

清里建設㈲ ㈲北栄建設

㈱ぐりーんふぁーむ八ヶ岳 北伸建設㈱

輿水土建㈱ ㈲北杜緑化

㈲坂本設備 ㈲丸二利根川組

㈲須田産業 明立工業㈱

265    5031000001 ㈲東和建設

㈱浅川運輸土建 ㈲東和建設

長田興業㈱ ㈱中新土木

清里建設㈲ ㈲藤森石材土木

輿水土建㈱ 北伸建設㈱

㈲坂本建設 ㈲丸二利根川組

267    5031000002 ㈲清水建興 明立工業㈱

㈱カナマル 半田電工㈲

甲伸電気商会 ㈱フカサワ

幸電社㈱ ㈲三井電気

㈱小林電気工事 明電社

㈲タキデン

93    5031000003 ㈲白州電気サービス

㈱環境技術研究所　東京支店 ㈱日水コン　山梨事務所

㈱環境総合研究所 ㈱日本環境工学設計事務所

㈱ジャパンインターナショナル総合研究所 ㈱山梨県環境科学検査センター

中外テクノス㈱　山梨営業所 （公財）山梨総合研究所

中日本建設コンサルタント㈱　東京事務所

50    5032000001 ㈱日産技術コンサルタント　東京支社

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈱馬場設計

㈱雨宮建築設計事務所 ㈱山形一級建築士事務所

小林建築設計事務所

㈱佐野建築研究所甲府事務所

㈱サンクス

8    5032000002 ㈱進藤設計事務所

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈱馬場設計

㈱雨宮建築設計事務所 ㈱山形一級建築士事務所

小林建築設計事務所

㈱佐野建築研究所甲府事務所

㈱サンクス

6    5032000003 ㈱進藤設計事務所

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈱馬場設計

㈱雨宮建築設計事務所 ㈱山形一級建築士事務所

小林建築設計事務所

㈱佐野建築研究所甲府事務所

㈱サンクス

5    5032000004 ㈱進藤設計事務所

アクト一級建築設計事務所（有） ㈱馬場設計

㈱雨宮建築設計事務所 ㈱山形一級建築士事務所

小林建築設計事務所

㈱佐野建築研究所甲府事務所

㈱サンクス

110    5032000005 ㈱進藤設計事務所

選定理由 契約方法 担当課

落札率
（落札価格
/予定価

格）

1

団体営農村地域防災減災事業
高根町下黒沢地区防護柵設置工事 転落防止柵　L=110m 土木 高根町下黒澤地内

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BC 指名 農地整備課 95.7%2,810,000 3,091,000 2,690,000 2,959,000 ㈲須田産業 R3.8.31

97.5%11,990,000 13,189,000 11,690,000 12,859,000 長田興業㈱ R3.7.30

3

社会体育施設整備事業
明野多目的屋内運動場自動火災通報装置改修工事

火災受信機　N=1台
発信機　N=3個
地区音響装置　N=3個
差動式分布型感知器　N=6個

電気 明野町上手地内

舗装AB 指名 道路河川課2

防災・安全社会資本整備交付金事業（修繕）
市道清里・西井出線舗装工事（3-1工区）

舗装工　改質Ⅰ型　密粒ギャップ（13）ゴム入り　t=50㎜　A=1,500㎡
不陸整正工（補足材t=29～34㎜）　A=1,500㎡
側溝工　L=10m
構造物取壊し工　V=3㎥

舗装 大泉町西井出地内

電気AB 指名 生涯学習課 98.3%2,991,000 3,290,100 2,940,000 3,234,000 甲伸電気商会 R3.7.30

71.3%5,190,000 5,709,000 3,700,000 4,070,000
中日本建設コン
サルタント㈱　東

京事務所
R4.3.25

5

地産地消関連施設整備事業
須玉町おいしい学校空調設備改修設計業務委託 空調設備改修工事設計（設備）　1式

空調設備改修工事に伴う積算業務　1式
委託 須玉町上津金地内

実績業者 指名 環境課4

環境衛生事業
一般廃棄物処理基本計画策定業務委託

一般廃棄物処理基本計画策定業務　1式
　ごみ処理基本計画
　生活排水処理基本計画

委託 北杜市内

実績業者 指名 商工・食農課 87.0%2,392,000 2,631,200 2,080,000 2,288,000
㈱山形一級建築

士事務所
R3.8.31

83.6%1,508,000 1,658,800 1,260,000 1,386,000
㈱山形一級建築

士事務所
R3.7.30

7

地産地消関連施設整備事業
おいしい市場改修設計業務委託

改修工事設計（建築、設備）　1式
看板工事設計（構造物）　1式
改修工事に伴う積算業務　1式

委託 須玉町若神子地内

実績業者 指名 商工・食農課6

地産地消関連施設整備事業
明野町農村公園直売所トイレ改修設計業務委託 改修工事設計（建築、設備）　1式

改修工事に伴う積算業務　1式
委託 明野町上手地内

実績業者 指名 商工・食農課 82.8%1,359,000 1,494,900 1,125,000 1,237,500 ㈱馬場設計 R3.7.30

85.5%1,029,000 1,131,900 880,000 968,000
アクト一級建築設

計事務所（有）
R3.8.31 実績業者 指名 観光課8

指定管理施設事業
観光施設特定建築物等定期調査業務委託

特定建築物等定期調査
　明野ふるさと太陽館
　三分一湧水館
　スパティオ小淵沢

委託 北杜市内
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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）

㈲アスカ測量設計 ㈱ハヤテ・コンサルタント　北杜支店

㈱サンクス ㈱富士測量　北杜営業所

新日本航業㈱　山梨支店 ㈲藤山測量

㈱太陽設計　北杜支店

東洋コンサルタント㈱　北杜支店

3    5032000006 ㈱日測　北杜支店

㈲アスカ測量設計

㈱サンクス

利根川測量

㈱日測　北杜支店

㈱富士測量　北杜営業所

221    5032000007 ㈲藤山測量

愛知時計電機㈱　東京支店

アズビル金門㈱　東京支社

甲信商事㈱　甲府支店

清水工機㈱

東洋計器㈱　松本営業所

266    5033000001 ㈱ニッコク　長野営業所

甲斐日産自動車㈱ 東日本三菱自動車販売㈱　支店

㈱甲信マツダ ㈱ホンダ四輪販売関東中央　山梨法人課

㈱トヨタレンタリース山梨 山梨ダイハツ販売㈱

日産プリンス山梨販売㈱ 山梨トヨペット㈱

ネッツトヨタ甲斐㈱　韮崎店 ㈱ユニオックス

175    5033000002 ネッツトヨタ山梨㈱　南アルプス店 梨北農業（同）

甲斐日産自動車㈱ 東日本三菱自動車販売㈱　支店

㈱甲信マツダ ㈱ホンダ四輪販売関東中央　山梨法人課

㈱トヨタレンタリース山梨 山梨ダイハツ販売㈱

日産プリンス山梨販売㈱ 山梨トヨペット㈱

ネッツトヨタ甲斐㈱　韮崎店 ㈱ユニオックス

177    5033000003 ネッツトヨタ山梨㈱　南アルプス店 梨北農業（同）

㈱アクティオ　山梨支店 ㈱前田製作所　山梨営業所

㈱関東甲信クボタ　長坂営業所 ヤンマーアグリジャパン㈱　南アルプス支店

㈱小泉中部　中部本社

サンコー機材㈱　甲府支店

信陽機材リース販売㈱　韮崎営業所

114    5033000004 日本キャタピラー（合）　山梨営業所

雨宮工業㈱ ㈱日新厨房企画

石川調理機㈱ ホシザキ東京㈱　山梨支店

和泉産業㈱

北沢産業㈱　甲府営業所

共信冷熱㈱

217    5033000005 ㈲清水建材店

（資）内田盛和堂 宮沢書店

㈲オフィスアトベ

㈱カナマル

カミムラスポーツ

櫻井呉服店

230    5033000006 北杜事務機

9

企業等振興支援事業
農道須玉穴平10号線測量設計業務委託

業務積算（測量）
　4級基準点測量　N=3点
　3級基準点測量　N=1点
　路線測量　現地踏査　L=0.12㎞　　線形決定　L=0.12㎞
　　　　　　　　 IP設置測量　L=0.12㎞　　中心線測量　L=0.12㎞
　　　　　　　　 縦断測量　L=0.12㎞
　資料調査　1式
　境界確認　1式
業務積算（設計）
　実施設計・道路計画　L=0.12㎞

委託 須玉町穴平地内 実績業者 指名 商工・食農課 94.1%5,900,000 6,490,000 5,550,000 6,105,000 ㈱サンクス R3.8.31

94.9%3,530,000 3,883,000 3,350,000 3,685,000
㈲アスカ測量設

計
R3.12.17

11

北杜市水道事業
水道メーター購入【単価】

【単価／個】
直読式
　Φ13ｍｍ（R100）
　予定数量　N=3,400個

遠隔式
　Φ13ｍｍ（R100）カウンター付
　予定数量　N=110個

物品 北杜市内

実績業者 指名 用地課10

未登記用地解消事業
市道長坂塚川10号線用地測量業務委託 用地測量　A=2.12万㎡ 委託 長坂町塚川地内

実績業者 指名
上下水道総

務課
52.3%

3,000円／個・
直読式

15,000円／個・
遠隔式

3,300円／個・
直読式

16,500円／個・
遠隔式

1,510円／個・
直読式

9,660円／個・
遠隔式

1,661円／個・
直読式

10,626円／個・
遠隔式

愛知時計電機㈱
東京支店

R3.5.7～
R4.3.31

-1,320,000 1,452,000 入札者が1者となったため不調
R3.6.15～
R8.6.14

実績業者 指名

13

家庭児童相談室運営事業
家庭児童相談員訪問用公用車リース

軽自動車（新車）　N=1台
　駆動方式：四輪駆動
　トランスミッション：ATまたはCVT
　車体色：白色、シルバー、グレー系統の色
　使用燃料：ガソリン
　排気量：660cc未満
　乗車定員：4名

リー
ス

北杜市保健センター

ほくとっこ元
気課

12

利用者支援事業
利用者支援専門員巡回相談用公用車リース

軽自動車（新車）　N=1台
　駆動方式：四輪駆動
　トランスミッション：ATまたはCVT
　車体色：白色、シルバー、グレー系統の色
　使用燃料：ガソリン
　排気量：660cc未満
　乗車定員：4名

リー
ス

北杜市保健センター

ほくとっこ元
気課

-1,320,000 1,452,000 入札者が1者となったため不調
R3.6.1～
R8.5.31

実績業者 指名

49.7%1,528,000 1,680,800 760,000 836,000
㈱アクティオ　山

梨支店
R3.6.30

15

学校給食管理事業
北杜市立小淵沢学校給食センター食器等購入

角仕切皿　N=500枚
角型二重食缶　N=6個
蓄冷剤　N=6個
蓄冷剤用蓋　N=6個

物品 北杜市小淵沢町地内

実績業者 指名 道路河川課14

市道補修事業
北杜市道維持補修用備品購入

舗装補修用転圧機（中折れハンドル型）　N=8台
　機体寸法：長さ810㎜　高さ820㎜
　機械質量：38㎏
　転圧盤寸法：385㎜×290㎜
　振動数：98Hz（5,900v.p.m）
　遠心力：4.9kN（500kgf）
　最大速度：25m/min
　最大作業勾配：35％（20度）

物品 北杜市役所・各総合支所

実績業者 指名 学校給食課 91.6%1,113,000 1,224,300 1,020,000 1,122,000 ㈱日新厨房企画 R3.8.23

96.9%1,542,000 1,696,200 1,494,000 1,643,400 北杜事務機 R3.7.30 実績業者 指名 消防防災課16

防災備蓄品整備事業
防災用備蓄品購入

ダイライト製　避難所用飲料水タンク（ローリータンク500L　YX-500L）　N=10個
ニード製　避難所用ワンタッチテント（ワンタッチテント　WT-1GR）　N=5個
日本セイフティー製　災害用組立トランク型自動ラップ式トイレ
　ラップポン・トレッカー　WT-4GV　N=5台
　専用ラクアーム　WR-3　N=5台

物品 北杜市役所
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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）

アルプス事務機㈲　北杜支店

（資）内田盛和堂

㈱正直堂　北杜店

北杜事務機

㈱マルアイ産機　北杜事務所

271    5033000007 宮沢書店

（資）内田盛和堂 ㈱マルアイ産機　北杜事務所

㈲オフィスアトベ 宮沢書店

㈱金峰商会　北杜営業所

㈱正直堂　北杜店

㈱ピー・エス・ワイ

4    5033000008 北杜事務機

17

管財管理事業
ドライシーラーリース

(株)ジェイエスキューブ社製　ドライシーラー（PRESSLE CORE）　N=1機
　最大処理スピード：220通/分（縦型POSTEX（A4：2面付け））
　用紙サイズ：A4、A3サイズ　　スタッカー：オンエッジ方式
　機能：手差し処理、1枚処理、処理枚数カウンター、プリセットカウンター、
　自動電源OFF機能、メモリー機能（100種）
　機械サイズ：幅1,450㎜×840㎜×1,150㎜
　重量：276㎏
　電源：AC100V　50/60Hz　15A

リー
ス

北杜市役所 実績業者 指名 管財課 97.7%2,737,800 3,011,580 2,676,000 2,943,600 （資）内田盛和堂
R3.7.1～
R8.6.30

86.1%
総額

4,320,000
1,800円/箱

総額
4,752,000

1,980円/箱

総額
3,720,000

1,550円/箱

総額
4,092,000

1,705円/箱
（資）内田盛和堂

R3.5.7～
R4.3.31

実績業者 指名 管財課18
北杜市役所本庁舎コピー用紙購入【単価】

A4コピー用紙（2,500枚入）　N=2,400箱 物品 北杜市役所


