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㈲今井建設 道村建設㈱

㈱カナマル ㈲宮沢工務店

峡北建設㈱

㈱鈴建

巧光建設㈱

144　　5041000001 ㈱三沢工務店

㈲今井建設 ㈱三沢工務店

㈱カナマル 道村建設㈱

峡北建設㈱ ㈲宮沢工務店

㈱鈴建

隆生建設㈱

244　　5041000002 巧光建設㈱

㈱中村建設

日東建設㈱

㈱早野組

㈱輪田道路

152　　5041000003

㈱井出建設 守屋建設㈱

峡北建設㈱

㈲武井建設

特殊興業㈱

㈱仲山建設

196　　5041000004 ㈲丸治坂本建設

㈲今井建設

唐沢建設㈲

㈱鈴建

㈲北栄建設

㈲宮沢工務店

198　　5041000005

㈲浅川建工 白倉建築所

㈲石井工務店 ㈱大喜建設

イトー 隆生建設㈱

㈲今井建設 道村建設㈱

長田興業㈱ ㈲宮沢工務店

㈱カナマル ㈲野牛嶋建築

102　　5041000006 ㈲川久保興業所

㈱カナマル 半田電工㈲

甲伸電気商会 ㈲三井電気

幸電社㈱ 明電社

㈱小林電気工事

㈲タキデン

306　　5041000007 ㈲白州電気サービス

甲伸電気商会

幸電社㈱

㈱小林電気工事

㈲白州電気サービス

㈲三井電気

68　　5041000008 明電社

電気B 指名
高根地域市

民課
8

高根総合支所庁舎照明器具改修工事
照明器具設置工　1式
撤去工　1式
仮設工　1式
照明器具改修工　1式

電気 高根総合支所 98.1%6,729,000 7,401,900 6,600,000 7,260,000 幸電社㈱ R4.8.31

98.0%19,320,000 21,252,000 18,930,000 20,823,000
㈲白州電気サー

ビス
R4.12.287

小中学校施設整備事業
高根東小学校外4校太陽光発電設備更新工事

PCS更新　N=25台
　高根東小学校　N=9台
　高根西小学校　N=7台
　小淵沢小学校　N=4台
　長坂中学校　N=3台
　旧高根北小学校　N=2台

電気
北杜市立高根東小学校

外4校

建築BC 指名 教育総務課6

中学校施設整備事業
甲陵中学校校舎南側サッシ改修工事 建具改修工事（昇降口・職員室・校長室他）　1式 建築 北杜市立甲陵中学校

電気AB 指名 教育総務課

全者辞退のため中止 -6,940,000 7,634,000 R4.9.16

98.6%5,640,000 6,204,000 5,560,000 6,116,000 ㈲北栄建設 R4.8.55

道整備交付金事業
市道箕輪・小淵沢線舗装工事（4-2工区）

舗装工　L=130m　W=7.10m
　アスファルト舗装（再生密粒度アスコン　t=5㎝）　A=924㎡
　不陸整正工（補足材t=29～34㎜）　A=924㎡
　区画線工　実線（W=15㎝）　L=260m　破線（W=15㎝）　L=65m

舗装 小淵沢町上笹尾地内

舗装AB 指名 道路河川課4

道整備交付金事業
市道箕輪・小淵沢線舗装工事（4-1工区）

舗装工　L=300m　W=6.75～8.50m
　アスファルト舗装（再生密粒度アスコン　t=5㎝）　A=2,077㎡
  不陸整正工（補足材t=29～34㎜）　A=2,077㎡
　区画線工　実線（W=15㎝）　L=600m　破線（W=15㎝）　L=150m

舗装 長坂町白井沢地内

舗装AB 指名 道路河川課

96.7%16,650,000 18,315,000 16,100,000 17,710,000 日東建設㈱ R4.9.9

98.1%12,540,000 13,794,000 12,300,000 13,530,000 ㈲武井建設 R4.8.26

3

道整備交付金事業
市道清里・西井出線舗装工事（4-1工区）

舗装工　L=400m　W=6.0～6.8m
　密粒ギャップ（13）　t=50㎜　A=2,569㎡
　不陸整正工（補足材t=29～34㎜）　A=2,569㎡
　区画線工　実線（W=15㎝）　L=772m　　破線（W=15㎝）　L=199m

舗装 高根町清里地内

建築AB
指名

（電子）
教育総務課2

中学校施設整備事業
白州中学校屋内運動場トイレ・スロープ改修工事 多目的トイレ設置及び既存トイレ改修　1式

スロープ設置　1式
建築 北杜市立白州中学校

実績業者 指名 道路河川課

98.9%19,500,000 21,450,000 19,290,000 21,219,000 ㈲今井建設 R4.9.30

99.4%17,810,000 19,591,000 17,700,000 19,470,000 ㈱三沢工務店 R4.8.31

1

観光施設管理事業
旧フィオーレ小淵沢・旧昆虫美術館外壁等改修工事 外装塗装工事（センター棟・昆虫美術館・加工体験棟）　1式

受水槽改修工事　1式
建築 小淵沢町地内 建築AB

指名
（電子）

観光課

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）
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落札率
（落札価格
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番
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予定価格
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セコム山梨㈱

綜合警備保障㈱　山梨支社

日本連合警備㈱

192　　5042000001

㈱環境管理コンサルタント （公財）山梨総合研究所

㈱環境計量センター　山梨検査所

㈱環境総合研究所

サンコーコンサルタント㈱　山梨営業所

㈱サンワコン　山梨出張所

62　　5042000002 ㈱日本環境工学設計事務所

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈲ノア環境設計

㈱天野建築設計事務所 ㈱馬場設計

小林建築設計事務所 ㈱山形一級建築士事務所

㈱佐野建築研究所甲府事務所

㈱サンクス

147　　5042000003 ㈱進藤設計事務所

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈲ノア環境設計

㈱天野建築設計事務所 ㈱馬場設計

小林建築設計事務所 ㈱山形一級建築士事務所

㈱佐野建築研究所甲府事務所

㈱サンクス

94　　5042000004 ㈱進藤設計事務所

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈲ノア環境設計

㈱天野建築設計事務所 ㈱馬場設計

小林建築設計事務所 ㈱山形一級建築士事務所

㈱佐野建築研究所甲府事務所

㈱サンクス

158　　5042000005 ㈱進藤設計事務所

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

237　　5043000001 ㈱ニッコク　長野営業所

協和医科器械㈱　甲府支店

㈱匠メディカル

㈲平穂医科器械

豊前医化㈱　営業本部

マコト医科精機㈱

240　　5043000002 ㈱ムトウ山梨

協和医科器械㈱　甲府支店

㈱匠メディカル

㈲平穂医科器械

豊前医化㈱　営業本部

マコト医科精機㈱

232　　5043000003 ㈱ムトウ山梨

実績業者 指名 塩川病院16
北杜市立塩川病院全自動錠剤散薬分包システム購入

（株）トーショー社製全自動錠剤散薬分包システム（Di-8080-44 S12）　N=1台 物品 北杜市立塩川病院 97.5%7,900,000 8,690,000 7,700,000 8,470,000 ㈲平穂医科器械 R5.3.17

91.8%1,830,000 2,013,000 1,680,000 1,848,000 ㈲平穂医科器械 R4.9.3015
北杜市立塩川病院汚物除去機購入

汚物除去機　N=1台
　処理容量：13㎏以上　機械寸法：幅796㎜×奥行887㎜×高さ1325㎜以下
　機械質量：344㎏以下　電源：3相200V　50/60Hz　ブレーカー容量：40A
　モーター出力：0.87kW以下 インバーターモーター　ヒーター容量：7.8kW程度
　内胴寸法：Φ620㎜×416㎜程度　接続口径：給水20A・給湯20A・排水65A
　防振方式：スプリングサスペンション 下部振動吸収方式

物品 北杜市立塩川病院

実績業者 指名
上下水道総

務課
14

北杜市水道事業
水道メーター購入【単価】

・直読式Φ13㎜（R100） 予定数量　N=3,000個
・遠隔式Φ13㎜（R100）カウンター付　予定数量　N=200個
・直読式Φ20㎜　予定数量　N=159個　・遠隔式Φ20㎜　予定数量　N=10個
・直読式Φ25㎜　予定数量　N=36個　・遠隔式Φ25㎜　予定数量　N=2個
・直読式Φ30㎜　予定数量　N=11個　・遠隔式Φ30㎜　予定数量　N=1個
・直読式Φ40㎜　予定数量　N=31個　・遠隔式Φ40㎜　予定数量　N=1個
・直読式（ネジ式）Φ50㎜　予定数量　N=14個
・直読式（フランジ式）Φ50㎜　予定数量　N=5個
・遠隔式（フランジ式）Φ50㎜　予定数量　N=2個
・直読式Φ75㎜　予定数量　N=2個　・遠隔式Φ75㎜　予定数量　N=3個
・遠隔式Φ100㎜　予定数量　N=1個

物品 北杜市上下水道局

実績業者 指名 塩川病院

64.9%14,446,500 15,891,150 9,378,640 10,316,504
愛知時計電機㈱

東京支店
R4.5.6～
R5.3.31

95.4%1,730,000 1,903,000 1,650,000 1,815,000
㈱山形一級建築

士事務所
R4.7.2913

指定管理施設事業
青年小屋調査業務委託 改修及び補強等に向けた調査業務　1式 委託

長野県諏訪郡富士見町
地内

実績業者 指名
ネウボラ推進

課
12

つどいの広場事業
旧長坂共同福祉施設解体設計業務委託

旧長坂共同福祉施設解体設計及び敷地内構造物の測量業務　1式
　敷地面積　A=2,489.23㎡
　鉄筋コンクリート造　A=1,213.50㎡
　物置及び敷地内舗装、埋設配管工作物等の撤去

委託 長坂町大八田地内

実績業者 指名 観光課

61.9%4,280,000 4,708,000 2,650,000 2,915,000 ㈱馬場設計 R4.7.4

79.5%1,409,000 1,549,900 1,120,000 1,232,000
㈱進藤設計事務

所
R4.8.3111

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

明野ふるさと太陽館、三分一湧水館、スパティオ小淵沢
　特定建築物定期調査業務　1式
　建築設備定期調査業務　1式
　防火設備定期調査業務　1式

委託 北杜市内

実績業者 指名 環境課10

環境衛生事業
第2次北杜市環境基本計画（後期）策定業務委託

第2次北杜市環境基本計画（後期）策定業務　1式
　・基本的事項の検討　・基礎調査　・望ましい環境像・基本目的の検討
　・施策事業等の検討　・環境配慮指針の検討　・計画管理・実施状況
　・第2次計画（後期）策定に係る環境審議会対応　・パブリックコメントの実施
　・打合せ協議

委託 北杜市内

実績業者 指名 観光課

64.8%4,196,000 4,615,600 2,720,000 2,992,000
㈱環境管理コン

サルタント
R5.3.24

50.0%10,800,000 11,880,000 5,400,000 5,940,000 セコム山梨㈱
R4.7.1～
R9.6.30

9
学術課所管施設機械警備業務委託

機械警備業務　1式
　北杜市郷土資料館　清春ふるさと学習館　北杜市都市農村交流センター
　北杜市考古資料館　平田家住宅　小淵沢収蔵庫　北杜市埋蔵文化財センター
　明野収蔵庫　史跡梅之木遺跡ガイダンス施設

委託 北杜市内 実績業者 指名 学術課
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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
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落札価格
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落札金額
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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㈱　甲府支店

㈱匠メディカル

㈲平穂医科器械

豊前医化㈱　営業本部

マコト医科精機㈱

248　　5043000004 ㈱ムトウ山梨

アルプス事務機㈲　北杜支店 北杜事務機

㈱イーシーエス ㈱マルアイ産機　北杜事務所

（資）内田盛和堂 宮沢書店

㈲オフィスアトベ

㈱金峰商会　北杜営業所

66　　5043000005 ㈱正直堂　北杜店

（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

52　　5043000006 北杜事務機

アルプス事務機㈲　北杜支店 宮沢書店

（資）内田盛和堂

㈱金峰商会　北杜営業所

㈱正直堂　北杜店

北杜事務機

242　　5043000007 ㈱マルアイ産機　北杜事務所

アルプス事務機㈲　北杜支店 宮沢書店

（資）内田盛和堂

㈱金峰商会　北杜営業所

㈱正直堂　北杜店

北杜事務機

173　　5043000008 ㈱マルアイ産機　北杜事務所

アルプス事務機㈲　北杜支店 宮沢書店

（資）内田盛和堂

㈱金峰商会　北杜営業所

㈱正直堂　北杜店

北杜事務機

201　　5043000009 ㈱マルアイ産機　北杜事務所

実績業者 指名 未来創造課22
北杜市道の駅こぶちさわサテライトオフィス複合機リース

カラー複合機（コピー、プリント、スキャニング、FAX）　N=1台
　形式：LEDまたはレーザー　用紙サイズ：SRA3（320×450㎜）～ハガキ
　自動原稿送り装置：最大A3/1パス両面読取機能付/積載枚数130枚以上
　原稿サイズ：シート、ブック共に最大A3、11×17、297×432㎜
　解像度：読取最大600×600dpi以上/書込最大1200×2400dpi以上
　階調：各色256階調　メモリー：4GB以上　ウォームアップ：30秒以下
　リカバリータイム（スリープ復帰時間）：5秒以下
　ファーストコピータイム：モノクロ4.9秒以下・フルカラー6.7秒以下
　連続複写速度（A4ヨコ）：モノクロ35枚/分以上・フルカラー35枚/分以上
　連続複写枚数：999枚以上　自動両面：必要　ソート機能：スタック機能も含め必要
　給紙方法：本体600枚×4段給紙/手差し110枚以上　電源：AC100V 15A
　最大消費電力：1.5KW以下

リー
ス

小淵沢町地内 91.4%2,598,000 2,857,800 2,375,500 2,613,050
㈱マルアイ産機

北杜事務所
R4.7.1～
R9.6.30

91.4%2,598,000 2,857,800 2,375,500 2,613,050
㈱マルアイ産機

北杜事務所
R4.7.1～
R9.6.30

21

北杜市長坂コミュニティ・ステーションコワーキングスペース複合機リー
ス

カラー複合機（コピー、プリント、スキャニング、FAX）　N=1台
　形式：LEDまたはレーザー　用紙サイズ：SRA3（320×450㎜）～ハガキ
　自動原稿送り装置：最大A3/1パス両面読取機能付/積載枚数130枚以上
　原稿サイズ：シート、ブック共に最大A3、11×17、297×432㎜
　解像度：読取最大600×600dpi以上/書込最大1200×2400dpi以上
　階調：各色256階調　メモリー：4GB以上　ウォームアップ：30秒以下
　リカバリータイム（スリープ復帰時間）：5秒以下
　ファーストコピータイム：モノクロ4.9秒以下・フルカラー6.7秒以下
　連続複写速度（A4ヨコ）：モノクロ35枚/分以上・フルカラー35枚/分以上
　連続複写枚数：999枚以上　自動両面：必要　ソート機能：スタック機能も含め必要
　給紙方法：本体600枚×4段給紙/手差し110枚以上　電源：AC100V 15A
　最大消費電力：1.5KW以下

リー
ス

長坂町長坂上条

実績業者 指名
高根地域市
民課・上下水

道総務課
20

フルカラー印刷機リース

フルカラー印刷機本体　N=1台
　ステープルフィニッシャー　N=1台
　パンチユニット　N=1台
　インクカートリッジ（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）　N=各1本
　メンテナンスボックス　N=1個
　搬入設置　1式

リー
ス

高根総合支所

実績業者 指名 未来創造課

78.5%3,900,000 4,290,000 3,060,000 3,366,000 （資）内田盛和堂
R4.6.1～
R9.5.31

85.4%
4,440,000

1,850円/箱
4,884,000

2,035円/箱
3,792,000

1,580円/箱
4,171,200

1,738円/箱
（資）内田盛和堂

R4.5.6～
R5.3.31

19
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

実績業者 指名 教育総務課18

小中学校情報化推進事業
児童生徒用端末フィルタリングソフトライセンス クラウド版フィルタリングソフトライセンス　N=2,950ライセンス

インストール設定、作業　1式
物品

北杜市立小中学校（18
校）

実績業者 指名 管財課

78.5%6,786,000 7,464,600 5,327,000 5,859,700 （資）内田盛和堂 R4.6.30

93.9%6,388,000 7,026,800 6,000,000 6,600,000 ㈲平穂医科器械 R5.3.1717
北杜市立甲陽病院全自動散薬分包システム購入

（株）トーショー社製全自動散薬分包システム（Di-8080win）　N=1台 物品 北杜市立甲陽病院 実績業者 指名 甲陽病院


