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長田組土木（株）

（株）中村建設

日東建設（株）

（株）早野組

（株）輪田道路

968    5031000033

長田組土木（株）

（株）中村建設

日東建設（株）

（株）早野組

（株）輪田道路

990    5031000034

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

936    5031000035 （有）三井電気

（株）カナマル 半田電工（有）

甲伸電気商会 （株）フカサワ

幸電社（株） （有）三井電気

（株）小林電気工事 明電社

（有）タキデン

971    5031000036 （有）白州電気サービス

（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

899    5031000037 （有）須田産業

（株）浅川運輸土建 （株）中新土木

長田興業（株） 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）

（有）清水建興

943    5031000038 （有）東和建設

（株）浅川運輸土建 （有）東和建設

（株）牛田 （株）中新土木

長田興業（株） （有）丸二利根川組

輿水土建（株）

（有）坂本建設

997    5031000039 （有）清水建興

（株）浅川運輸土建 （有）東和建設

（株）牛田 （株）中新土木

長田興業（株） （有）丸二利根川組

輿水土建（株）

（有）坂本建設

998    5031000040 （有）清水建興

管ＡＢ 指名
上下水道施

設課
97.0%19,140,000 21,054,000 18,560,000 20,416,000 長田興業（株） R3.12.20118

老朽管等施設更新事業
配水管布設替工事　高根第3-2工区

配水管布設工　HIVPΦ75　L=406.3ｍ
給水管布設工　1式
仮設管布設工　1式
消火栓設置工　1式

水道
施設

高根町清里地内

管ＡＢ 指名
上下水道施

設課
97.5%19,030,000 20,933,000 18,560,000 20,416,000

（株）浅川運輸土
建

R3.12.20117

老朽管等施設更新事業
配水管布設替工事　高根第3-1工区

配水管布設工　HIVPΦ75　L=381.6ｍ
給水管布設工　1式
仮設管布設工　1式
消火栓設置工　1式

水道
施設

高根町清里地内

舗装ＡＢ 指名
上下水道施

設課
96.9%2,940,000 3,234,000 2,850,000 3,135,000 明立工業（株） R3.11.26116

特定環境保全公共下水道事業
舗装本復旧工事　清里南部処理区第3-2工区 舗装本復旧　L=63ｍ

アスファルト舗装工　A=228㎡（t=10㎝）
舗装 高根町清里地内

実績業者 指名 観光課 96.7%3,000,000 3,300,000 2,900,000 3,190,000 北伸建設（株） R3.11.30115

観光施設管理事業
清里駅西公衆トイレ解体工事 トイレ　A=56.4㎡　RC造 解体 高根町清里地内

電気ＡＢ 指名 白州診療所 96.0%9,450,000 10,395,000 9,072,000 9,979,200
（有）白州電気

サービス
R3.11.30114

北杜市立白州診療所1階空調設備改修工事
直接仮設工事　1式
冷暖房設備工事　1式
　室外機　N=3台　　室内機　N=11台
撤去工事　1式
電気工事　1式

電気 北杜市立白州診療所

電気Ｂ 指名 観光課 98.3%3,031,000 3,334,100 2,980,000 3,278,000
（株）小林電気工

事
R3.11.30113

指定管理施設事業
スパティオ小淵沢1階客室空調設備改修工事 空調設備工事　N=4箇所（室内機N=4台、室外機N=4台）

電気設備工事　1式
電気 小淵沢町地内

舗装Ａ 指名 道路河川課 96.3%20,190,000 22,209,000 19,450,000 21,395,000 （株）輪田道路 R3.11.30112

防災・安全社会資本整備交付金事業（修繕）
市道小淵沢1号線舗装工事

舗装打ち換え工　A=1,180㎡　舗装版切断　L=110ｍ　舗装版破砕　A=1,180㎡
不陸整正　A=120㎡（補足材あり）　A=1,060㎡（補足材なし）
車道部（t=5㎝）再生密粒度As　A=120㎡
交差点部（t=5㎝）半たわみ性舗装　A=1,060㎡
区画線　実線（W=15㎝）　L=515ｍ　破線（W=15㎝）　L=15ｍ
　　　　　実線（W=45㎝）　L=14ｍ　ゼブラ（W=45㎝）　L=80ｍ
　　　　　矢印・文字・記号（15㎝換算）　L=139.5ｍ

舗装 小淵沢町地内

舗装Ａ 指名 道路河川課 96.4%25,300,000 27,830,000 24,380,000 26,818,000 （株）早野組 R3.11.30

選定理由 契約方法 担当課

落札率
（落札価格
/予定価

格）

111

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（3-3工区）

舗装工　再生密粒度As（13）　t=50㎜　A=2,465㎡
不陸整正工（補足材t=29～34㎜）　A=2,465㎡
グルービング工　A=3,170㎡
路面排水用グルービング工　L=270ｍ
区画線工　実線（W=15㎝）　L=759ｍ　破線（W=15㎝）　L=134ｍ
　　　　　　　実線（W=45㎝）　L=46ｍ　  実線（W=15㎝換算）　L=110ｍ

舗装 高根町清里地内

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）

（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）

989    5031000041 （株）仲山建設

（株）巧光建設

（有）武井建設

（株）仲山建設

（有）丸治坂本建設

守屋建設（株）

976    5031000042

（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

944    5032000047 八千代エンジニアリング（株）　山梨事務所

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈱進藤設計事務所

（株）天野建築設計事務所 ㈱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

980    5032000048 ㈱サンクス

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈱進藤設計事務所

（株）天野建築設計事務所 ㈱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

981    5032000049 ㈱サンクス

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）

984    5033000033 （株）ムトウ山梨

（株）小泉中部　中部本社

三和防災（株）

東八防災（株）

（株）東ポン商会

（有）中村ポンプ工作所

925    5033000034

（株）アルプス事務機　北杜店 櫻井呉服店

（資）内田盛和堂 （株）正直堂　北杜事務所

（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

カミムラスポーツ 宮沢書店

927    5033000035 （株）金峰商会　北杜営業所

実績業者 指名 消防防災課 98.2%7,290,000 8,019,000 7,157,000 7,872,700 櫻井呉服店 R3.12.24126

消防団運営事業
消防団救助用資機材（エンジンカッター・チェーンソー）購入 ハスクバーナ社製　エンジンカッター（K770）　N=10台

ハスクバーナ社製　チェーンソー（SR135MARKⅡ）　N=70台
物品 北杜市内

実績業者 指名 消防防災課 93.0%4,260,000 4,686,000 3,961,200 4,357,320
（有）中村ポンプ

工作所
R3.11.26125

消防施設整備事業（単独）
消防用ホース購入

消火栓用ホース　N=30本
　50㎜×20ｍ　屋外用　使用圧0.9MPa
消火栓用ホース　N=210本
　65㎜×20ｍ　屋外用　使用圧0.9MPa

物品 北杜市内

実績業者 指名 甲陽病院 68.3%1,756,000 1,931,600 1,200,000 1,320,000
（有）平穂医科器

械
R3.12.28124

北杜市立甲陽病院ガス滅菌器購入
(株)イキ社製　ガス滅菌器（SA-H540）　N=1台 物品 北杜市立甲陽病院

実績業者 指名 介護支援課 68.0%3,620,000 3,982,000 2,460,000 2,706,000
（株）天野建築設

計事務所
R3.11.25123

介護関係施設管理事業
小淵沢町デイサービスセンター屋根・外壁改修工事設計業務委託

現況調査　1式
詳細設計　1式
積算業務　1式

委託 小淵沢町地内

実績業者 指名 介護支援課 89.7%2,230,000 2,453,000 2,000,000 2,200,000
㈱山形一級建築

士事務所
R3.11.25122

介護関係施設管理事業
高根町デイサービスセンター空調設備改修工事設計業務委託

現況調査　1式
詳細設計　1式
積算業務　1式

委託 高根町箕輪新町地内

実績業者 指名
上下水道施

設課
89.9%8,420,000 9,262,000 7,570,000 8,327,000

（株）NJS　山梨出
張所

R4.2.3121

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

管路施設点検調査
　マンホール　N=204基
　管渠　L=119ｍ

委託 北杜市内

土木Ｂ 指名 道路河川課 99.4%11,940,000 13,134,000 11,870,000 13,057,000
（有）丸治坂本建

設
R4.1.31120

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

道路改良　L=50ｍ　W=4.70（7.20）ｍ
コンクリート擁壁　L=48ｍ（H=1.05～1.30）
水路工（自由勾配側溝Ｂ300）　L=43ｍ
凍上抑制層（t=20.40㎝）　A=280㎡
下層路盤工（t=20㎝）　A=233㎡
上層路盤工（t=15㎝）　A=228㎡
アスファルト舗装（t=3～5㎝）　A=286㎡
縁石工　L=42ｍ
区画線工（W=15㎝）　L=116ｍ

土木 長坂町小荒間地内

道路河川課 -17,930,000 19,723,000 設計書の内容に不備があったため中止 R4.2.4 土木ＡＢ 指名119

防災・安全社会資本整備交付金事業（交安）
市道大八田2号線歩道設置工事（3-1工区）

道路改良工事　L=92ｍ（№22+11.35ｍ～№27+4.25ｍ）　W=5.5（6.5）ｍ
　　　　　　　　　 コンクリートブロック積　A=88㎡
水路工（自由勾配側溝　止水用300×300）　L=43㎡
集水桝　N=4箇所
水路工（ボックスカルバート　600×600）　L=14ｍ
置換工　A=397㎡
車両用防護柵（ガードパイプ路側用）　L=38ｍ
進入路工　N=1箇所

土木 長坂町大八田地内


