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（株）井出建設 （有）丸治坂本建設

峡北建設（株） 守屋建設（株）

（有）武井建設

特殊興業（株）

（株）仲山建設

855　　5031000021 （有）藤森石材土木

（有）今井建設

唐沢建設（有）

（株）鈴建

（有）北栄建設

（有）宮沢工務店

846　　5031000022

（有）今井建設

唐沢建設（有）

（株）鈴建

（有）北栄建設

道村建設（株）

841　　5031000023 （有）宮沢工務店

（有）今井建設 （有）宮沢工務店

唐沢建設（有）

（有）山栄建設

（株）鈴建

（有）藤森組土木

800　　5031000024 道村建設（株）

イトー （有）宮沢工務店

（有）今井建設 （有）野牛嶋建築

（株）カナマル

（有）川久保興業所

白倉建築所

840　　5031000025 道村建設（株）

（株）浅川運輸土建 （有）東和建設

長田興業（株） （株）中新土木

清里建設（有） 北伸建設（株）

輿水土建（株） （有）丸二利根川組

（有）坂本建設 明立工業（株）

755　　5031000026 （有）清水建興

（株）浅川運輸土建 （有）東和建設

長田興業（株） （株）中新土木

清里建設（有） 北伸建設（株）

輿水土建（株） （有）丸二利根川組

（有）坂本建設 明立工業（株）

856　　5031000027 （有）清水建興

甲伸電気商会 明電社

幸電社（株）

（株）小林電気工事

（有）白州電気サービス

（株）フカサワ

802　　5031000028 （有）三井電気

電気Ｂ 指名 辺見診療所100
辺見診療所空調設備更新工事

空調機器設備工事　1式
　室外機　N=3台　　室内機　N=15台　　室内外機　N=1台
空調配管配線設備工事　1式
空調ダクト設備工事　1式
建築改修工事　1式
撤去工事　1式

電気 北杜市立辺見診療所 98.7%7,960,000 8,756,000 7,857,000 8,642,700 （有）三井電気 R3.11.30

97.7%2,580,000 2,838,000 2,520,000 2,772,000 輿水土建（株） R3.11.2499

老朽管等施設更新事業
舗装本復旧工事　高根第3-1工区 舗装本復旧　L=98ｍ　W=3.80～6.15ｍ

アスファルト舗装工（t=5㎝）　A=473㎡
舗装 高根町東井出地内

舗装ＡＢ 指名
上下水道施

設課
98

特定環境保全公共下水道事業
舗装本復旧工事　須玉第一処理区第3-1工区

舗装本復旧　L=49m
アスファルト舗装工　車道(t=10㎝)　A=282㎡
　　　　　　　　　　　　　 車道(t=3㎝)　　A=139㎡

舗装 高根町箕輪地内

舗装ＡＢ 指名
上下水道施

設課

96.6%3,780,000 4,158,000 3,650,000 4,015,000 （株）中新土木 R3.11.8

96.1%5,140,000 5,654,000 4,940,000 5,434,000 （有）宮沢工務店 R3.11.1997

中学校施設整備事業
小淵沢中学校駐輪場増設工事

鉄骨造　平屋建て（既製品）
延床面積　A=34.56㎡ 建築 北杜市立小淵沢中学校

土木ＡＢ 指名 道路河川課96

社会資本整備総合交付金事業（改築）
市道小淵沢町45号線道路改良工事（3-1工区）

道路改良　L=134.0m　W=5.5m（9.0m）
街路側溝300×300　L=100m
街路側溝300×500　L=27m
アスファルト舗装工（再生密粒度ASC　t=5㎝）　A=1,020㎡
アスファルト舗装工（再生密粒度ASC　t=3㎝）　A=275㎡

土木 小淵沢町地内

建築ＢＣ 指名 教育総務課

98.9%14,460,000 15,906,000 14,300,000 15,730,000 （有）宮沢工務店 R3.12.24

99.2%11,990,000 13,189,000 11,900,000 13,090,000 （有）今井建設 R3.12.2495

防災・安全社会資本整備交付金事業（修繕）
市道箕輪・小淵沢線舗装工事

舗装工（W=7.00～8.20ｍ）　L=200ｍ
　アスファルト舗装（再生密粒度アスコン t=5㎝）　A=1,601㎡
　薄層カラー舗装工　A=153㎡
　区画線工　実線（W=15㎝）　L=395ｍ　破線（W=15㎝）　L=100ｍ
　　　　　　　　実線（W=45㎝）　L=25ｍ　ゼブラ（W=45㎝）　L=32ｍ
　減速マーク（15㎝換算）　L=84ｍ
　止まれ（15㎝換算）　L=22ｍ
　停止線（W=45㎝）　L=3ｍ

舗装 小淵沢町上笹尾地内

土木BＣ 指名 道路河川課94

市単道路新設改良事業
市道小荒間・小淵沢線（旧西1級9号線）道路改良工事（3-1工区）

道路改良　L=84ｍ　　Ⅼ型擁壁　L=24ｍ（H=0.5～0.7ｍ）
舗装止め（1型・2型）　L=39ｍ
凍上抑制層工（車道：t=15㎝）　A=358㎡　　（歩道：t=40㎝）　A=4㎡
　　　　　　　　　（歩道：t=45㎝）　A=8㎡
下層路盤工（車道：t=20㎝）　A=361㎡　　（歩道：t=15㎝）　A=4㎡
　　　　　　　 （歩道：t=10㎝）　A=8㎡
上層路盤工（車道：t=15㎝）　A=361㎡
表層工（車道：t=5㎝）　A=365㎡　（歩道：t=3㎝）　A=12㎡
区画線工（W=15㎝）　L=166ｍ

土木 小淵沢町地内

舗装ＡＢ 指名 道路河川課

98.1%10,600,000 11,660,000 10,400,000 11,440,000 唐沢建設（有） R3.12.17

上下水道施
設課

99.1%10,780,000 11,858,000 10,680,000 11,748,000 （株）井出建設 R3.12.24

選定理由 契約方法 担当課

落札率
（落札価格
/予定価

格）
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老朽管等施設更新事業
舗装本復旧工事　大泉第3-1工区

舗装本復旧　L=374ｍ　W=4.6～5.6ｍ
アスファルト舗装工（t=5㎝）　A=2,059㎡
アスカーブ　L=30ｍ

舗装 大泉町谷戸地内

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）

舗装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）

甲伸電気商会 明電社

幸電社（株）

（株）小林電気工事

（有）白州電気サービス

（株）フカサワ

796　　5031000029 （有）三井電気

（株）NJS　山梨出張所

オリジナル設計（株）　山梨営業所

（株）三水コンサルタント　山梨事務所

第一復建（株）　山梨支店

冨洋設計（株）　山梨営業所

774　　5032000043 八千代エンジニアリング（株）　山梨事務所

（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）

742　　5032000044 (株)信栄

(有)アスカ測量設計 （株）ハヤテ・コンサルタント　北杜支店

(株)サンクス （株）富士測量　北杜営業所

新日本航業（株）　山梨支店 (有)藤山測量

（株）太陽設計　北杜支店

東洋コンサルタント（株）　北杜支店

788　　5032000045 （株）日測北杜支店

（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

746　　5032000046 （有）藤山測量

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） ㈱ユニオックス

ネッツトヨタ甲斐（株）　韮崎店

東日本三菱自動車販売(株)　支店

851　　5033000031 (株)ホンダ四輪販売関東中央　山梨法人課

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

861　　5033000032 櫻井呉服店

95.8%1,460,200 1,606,220 1,399,000 1,538,900
（有）オフィスアト

ベ
R3.9.30107

小中学校教育振興事業
北杜市立小中学校理科教育設備等備品購入

明野小学校　流水実験機　N=6台
長坂小学校　電気の利用プログラミングセット　N=6個
須玉中学校　直流電源装置（定電圧）　N=1個
高根中学校　冷蔵庫（1ドア式）　N=1台　冷陰極式クルックス管　N=1個
長坂中学校　生物顕微鏡　N=11個　光の屈折・反射実験セット　N=6個
小淵沢中学校　生物顕微鏡　N=4個
武川中学校　顕微鏡　N=4個
甲陵中学校　LED双眼実体顕微鏡　N=4個　電子てんびん　N=1個
　　　　　　　　 実験用オシロスコープ　N=1個

物品 北杜市立小中学校

実績業者 指名 甲陽病院106
北杜市立甲陽病院患者送迎用車両購入 患者送迎用車両（ワゴンタイプ）　N=1台（新車）

　ドア数：4ドア　乗車定員：10人　駆動方式：四輪駆動　変速方式：AT
　車体色：白系　使用燃料：ガソリン　排気量：2.4L～2.8L

物品 北杜市立甲陽病院

実績業者 指名 教育総務課

72.3%4,170,000 4,587,000 3,015,000 3,316,500
山梨トヨタ自動車
（株）　ツインズ韮

崎店
R3.11.30

94.0%2,660,000 2,926,000 2,500,000 2,750,000 (株)サンクス R3.12.10105

未登記用地解消事業
市道武川柳澤9号線用地測量業務委託 用地測量　A=1.36万㎡ 委託 武川町柳澤地内

実績業者 指名 農地整備課104

農業基盤整備促進事業
須玉町東向地区測量設計業務委託

測量業務　1式
　基準点測量　1式
　現地測量　1式
　路線測量　L=0.450㎞
　用地測量　A=1.309ha
設計業務　1式
　実施設計　用水路（開水路）　L=450m

委託
北杜市須玉町東向・小倉

地内

実績業者 指名 用地課

93.8%8,610,000 9,471,000 8,080,000 8,888,000
（株）太陽設計

北杜支店
R4.1.31

97.0%5,644,800 6,209,280 5,475,000 6,022,500
（株）太陽実業
山梨営業所

R3.9.1～
R6.8.31

103
長坂総合支所清掃業務委託

日常清掃業務　1式
定期清掃業務　1式

委託 長坂総合支所

実績業者 指名
上下水道施

設課
102

防災・安全社会資本整備交付金事業
下水道処理場施設点検・調査業務委託第3-1工区

処理場施設（土木・建築・機械・電気）の点検・調査
　明野クリーンセンター
　高根中央クリーンセンター
　日野春浄化センター

委託 北杜市内

実績業者 指名
長坂地域市

民課

92.1%10,320,000 11,352,000 9,500,000 10,450,000
（株）NJS　山梨出

張所
R4.1.28

98.1%5,130,000 5,643,000 5,030,000 5,533,000 幸電社（株） R3.11.30101

観光施設管理事業
旧フィオーレ小淵沢昆虫美術館電気設備改修工事

電気設備改修工事　1式
　受変電設備
　　低圧動力盤増設　1面
　　動力変圧器　50ｋVA
　幹線設備
　　幹線用空配管埋設　1式
　　ハンドホール設置　N=2基

電気 小淵沢町地内 電気Ｂ 指名 観光課


