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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

1106　　5031000047

荏原実業（株）　山梨営業所

（株）関東日立　山梨支社

甲信商事（株）　甲府支店

トーヨークリエイト（株）　山梨北支店

（株）メイキョー

1124　　5031000048 （株）渡辺工業所

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

1105　　5031000049 （有）三井電気

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

1109　　5031000050 （有）三井電気

（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

1076　　5031000051 （株）カナマル

（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

1092　　5031000052 （株）カナマル

（有）石井工務店 隆生建設（株）

イトー 道村建設（株）

長田興業（株） （有）野牛嶋建築

（有）川久保興業所

白倉建築所

1091　　5031000053 （株）大喜建設

（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

1058　　5031000054
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落札業者 申出者または指名業者 工期・納期

97.7%土木AB 指名 農地整備課

建築BC 指名
長坂地域市

民課
-

13,670,000 15,037,000 13,350,000 14,685,000 （株）里吉工業所 R4.1.25138

電源立地地域対策交付金事業
農道須玉穴平11号線道路改修工事

舗装工　W=4m　L=78m
表層工　t=4㎝　A=364㎡
上層路盤工　t=10㎝　A=364㎡
下層路盤工　t=19㎝　A=364㎡
擁壁工　H=1.5～1.75m　L=65m
縁石工　B=150㎜　H=180㎜　L=4.2m

土木 須玉町穴平地内

135
長坂総合支所屋上防水改修他工事

屋上防水改修工事　A=99㎡
内部（天井）改修工事　A=15㎡

建築 長坂総合支所 2,288,000 2,516,800 R4.1.7

-2,370,000 2,607,000 R3.12.17

全者辞退のため中止

137

地産地消関連施設整備事業
おいしい市場改修工事

厨房改修工事　1式
電気設備工事　1式
機械設備工事　1式

建築 須玉町若神子地内

建築BC 指名 教育総務課136

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

建築BC 指名 商工・食農課

全者辞退のため中止

99.2%7,500,000 8,250,000 7,440,000 8,184,000
（有）川久保興業

所
R4.1.31

97.0%21,960,000 24,156,000 21,300,000 23,430,000 （株）中村建設 R4.1.28

133

防災備蓄品整備事業
非常用可搬型発電機設置工事 非常用可搬型発電機設置　N=2基 電気 北杜市内

実績業者 指名 道路河川課131

防災・安全社会資本整備交付金事業（修繕）
市道小淵沢3号線舗装工事（3-1工区）

舗装工　再生密粒度As（13）　t=50㎜　L=460m　A=3,860㎡
不陸整正工（補足材t=29～34㎜）　A=3,860㎡
区画線工　実線（W=15㎝）　L=920m　　破線（W=15㎝）　L=210m
　　　　　　　破線（W=30㎝）　L=14m　　実線（W=45㎝）　L=61m
　　　　　　　矢印・文字・記号（W=15㎝換算）　L=39.5m
側溝工　自由勾配側溝　L=8.0m
縁石工　アスカーブ　L=280m

舗装 小淵沢町地内

電気B 指名 消防防災課 97.0%2,060,000 2,266,000 1,999,000 2,198,900 甲伸電気商会 R3.12.24

98.6%4,108,000 4,518,800 4,050,000 4,455,000 明電社 R4.1.14

97.9%3,370,000 3,707,000 3,300,000 3,630,000
甲信商事（株）

甲府支店
R4.2.28 実績業者 指名

上下水道維
持課

132

水道施設更新事業
電動弁更新工事　高根第3-1工区 電動弁更新　1式

機械
器具

高根町長澤地内

電気B 指名 観光課134

指定管理施設事業
たかねの湯空調設備入替修繕 室内機・室外機　N=4セット 電気 高根町箕輪地内
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（株）上村建設

（有）川久保興業所

（株）輿水建設

（株）里吉工業所

（株）フカサワ

1112　　5031000055 藤原土木

（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

1097　　5031000056 藤原土木

長田興業（株） 明立工業（株）

輿水土建（株）

（有）須田産業

（有）東和建設

北伸建設（株）

1045　　5031000057 （有）丸二利根川組

（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

1079　　5031000058 （有）東和建設

（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　　5031000059 （株）仲山建設

（株）ぐりーんふぁーむ八ヶ岳 守屋建設（株）

（株）巧光建設

(有)武井建設

（株）仲山建設

（有）藤森石材土木

1116　　5031000060 （有）丸治坂本建設

雨宮工業（株） （株）渡辺工業所

環境機工（株）

共信冷熱（株）

大栄設備（株）

明和工業（株）

1114　　5032000050 （有）メンテック調和

（資）内田盛和堂 東八防災（株）

（株）大沢防災 （株）東ポン商会

（有）オフィスアトベ (有)中村ポンプ工作所

カミムラスポーツ 北杜事務機

櫻井呉服店 宮沢書店

1008　　5033000036 三和防災（株）

140

農地農業用施設災害復旧事業
須玉町黒森地内農地災害復旧工事（1）

作業土工　1式
かご工　L=72m
仮設工　1式

土木 須玉町黒森地内 土木ＢＣ 指名 農地整備課 98.8%2,130,000 2,343,000 2,105,000 2,315,500 藤原土木 R4.1.31

97.0%7,330,000 8,063,000 7,110,000 7,821,000 （有）東和建設 R4.2.28

98.8%18,680,000 20,548,000 18,450,000 20,295,000 特殊興業（株） R4.3.4

97.9%10,050,000 11,055,000 9,840,000 10,824,000
（有）藤森石材土

木
R4.2.25 土木BC 指名 道路河川課144

河川改良事業
準用河川西衣川改修工事（3-1工区）

河川改修　L=76m
水路工（ベンチフリュームH600×B1200）　L=67m
落差工　N=6段
取水工2型　N=1箇所

土木 大泉町谷戸地内

土木AB 指名 道路河川課143

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（8.9）ｍ
　　　　　　　　　 コンクリートブロック積　A=88㎡（SL=0.9～2.3m）
水路工（自由勾配側溝　止水用300×300）　L=43m
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

98.6%4,210,000 4,631,000 4,150,000 4,565,000
（有）川久保興業

所
R3.12.24

142

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3-2工区 舗装本復旧　L=34ｍ

アスファルト舗装工　A=194㎡（t=5㎝）
舗装 高根町村山東割地内

舗装AB 指名
上下水道施

設課
139

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3-3工区 舗装本復旧　L=168m

アスファルト舗装工　A=702㎡（t=5㎝）
舗装 須玉町若神子地内

土木BC 指名 農地整備課141

県単特産農産物生産支援整備事業
高根町村山東割地区水路改修工事

ボックスカルバート　L=8ｍ
ベンチフリューム　L=78ｍ
落差工　N=2箇所
舗装工　A=96㎡
ブロック積工　A=12㎡

土木 高根町村山東割地内

舗装AB 指名
上下水道施

設課
95.2%1,260,000 1,386,000 1,200,000 1,320,000 （株）中新土木 R3.12.21

145
北杜市立甲陽病院空気調和設備保守業務委託

空調機・外調機保守　1式
全熱交換器保守　1式
パッケージ型空調機保守　1式
ファンコイルユニット保守　1式
空調機フィルター清掃及び交換作業　1式
自動制御機器保守　1式
空調用ポンプ保守　1式
送風機保守　1式
空冷チラー保守　1式
冷却塔保守　1式

委託 北杜市立甲陽病院 実績業者 指名 甲陽病院 78.4%5,700,000 6,270,000 4,470,000 4,917,000 大栄設備（株）
R3.11.1～
R6.10.31

96.3%4,078,000 4,485,800 3,926,700 4,319,370
(有)中村ポンプ工

作所
R4.1.28 実績業者 指名 消防防災課146

消防団員安全装備品整備事業
消防団員安全装備品（耐切創性手袋・切創防止用保護衣）購入 耐切創性手袋（プロハンズ　KND-214）　N=940双

切創防止用保護衣（ハスクバーナ　チャップスⅡ　ファンクショナル）　N=70着
物品 北杜市内
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甲斐日産自動車（株） 山梨ダイハツ販売（株）

（株）甲信マツダ 山梨トヨタ自動車（株）　ツインズ韮崎店

日産プリンス山梨販売（株） 山梨トヨペット（株）

ネッツトヨタ甲斐（株）　韮崎店 （株）ユニオックス

東日本三菱自動車（株）　支店

1107　　5033000037 （株）ホンダ四輪販売関東中央　山梨法人

アルプス事務機（有）　北杜支店 （株）匠メディカル

（有）オフィスアトベ 日本連合警備（株）

（株）サニクリーン甲信越　山梨営業所 （株）マルアイ産機　北杜事務所

（株）正直堂　北杜店 宮沢書店

セコム山梨（株）

1101　　5033000038 綜合警備保障㈱　山梨支社

147
北杜市立辺見診療所往診車両購入 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：AT
　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 -2,170,000 2,387,000 R3.12.24入札者が1者となったため不調

148

保健衛生事業
北杜市公共施設AED（自動体外式除細動器）リース AED（自動体外式除細動器）　N=39台

リー
ス

北杜市役所外38施設 55.0%14,040,000 15,444,000 7,722,000 8,494,200
綜合警備保障㈱

山梨支社
R3.11.1～
R8.10.31

実績業者 指名 健康増進課


