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㈱井出建設 ㈲丸治坂本建設

峡北建設㈱ 守屋建設㈱

㈱巧光建設

㈲武井建設

特殊興業㈱

737　　5041000029 ㈱仲山建設

㈱井出建設 ㈲丸治坂本建設

峡北建設㈱ 守屋建設㈱

㈱巧光建設

㈲武井建設

特殊興業㈱

719　　5041000030 ㈱仲山建設

㈲浅川建工 ㈱大喜建設

㈲石井工務店 隆生建設㈱

㈲今井建設 ㈱巧光建設

長田興業㈱ ㈱フカサワ

㈱カナマル ㈱三沢工務店

㈱上村建設 道村建設㈱

峡北建設㈱ ㈲宮沢工務店

㈱輿水建設

520　　5041000031 ㈱鈴建

雨宮工業㈱

環境機工㈱

㈱永田工業所

明和工業㈱

㈲メンテック調和

525　　5041000032 ㈱渡辺工業所

雨宮工業㈱

環境機工㈱

㈱永田工業所

明和工業㈱

㈲メンテック調和

673　　5041000033 ㈱渡辺工業所

㈲赤岡商会 細野設備工業

㈲石原設備 守屋建設㈱

大森設備

杉山設備工業所

㈱ひらやま

611　　5041000034 細川金物店

㈱浅川運輸土建 ㈲東和建設

長田興業㈱ ㈱中新土木

清里建設㈲ ㈲丸二利根川組

輿水土建㈱ 明立工業㈱

㈲坂本建設

744　　5041000035 ㈲清水建興

甲伸電気商会 明電社

幸電社㈱

㈱小林電気工事

㈲白州電気サービス

㈱フカサワ

593　　5041000036 ㈲三井電気
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61

市単道路新設改良事業
市道長坂上条1号線（宮久保工区）道路改良工事（4-1工区）

道路改良　L=71m　W=4.50（7.00）m
コンクリート擁壁　L=3.45m（H=0.4～0.65m）
ブロック積工　L=66m（H=2.55～4.30m）
側溝工（自由勾配側溝B300）　L=70m
凍上抑制層（t=20㎝）　A=48㎡
路盤工（t=10㎝）　A=55㎡
アスファルト舗装工（再生密粒アスコン t=3～4㎝）　A=130㎡
縁石工　L=72m

土木 長坂町長坂上条地内 土木AB
指名

（電子）
道路河川課 98.1%23,600,000 25,960,000 23,150,000 25,465,000 ㈱仲山建設 R4.12.23

97.5%15,800,000 17,380,000 15,400,000 16,940,000 守屋建設㈱ R4.12.1662

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（4-1工区）

道路改良工事　L=58m（№19+13.68m～№22+11.35m）　W=5.5（8.9）m
コンクリートブロック積　A=79㎡（SL=0.9m～2.3m）
水路工（自由勾配側溝　止水用300×300）　L=25m
水路工（自由勾配側溝　止水用300×400）　L=23m
水路工（自由勾配側溝　止水用300×500）　L=10m
置換工　A=145㎡
車両用防護柵（ガードパイプ路側用）　L=43m
進入路工　N=2箇所

土木 長坂町大八田地内

63

小学校施設整備事業
高根東小学校外3校防火設備改修工事

防火設備改修工事　1式
　フロアヒンジ改修　N=2ヵ所
　オートヒンジ改修　N=7ヵ所
　電動防火シャッター危害防止装置改修　N=9ヵ所

建築
北杜市立高根東小学校

外3校

土木AB
指名

（電子）
道路河川課

建築AB
指名

（電子）
教育総務課 97.9%11,030,000 12,133,000 10,800,000 11,880,000 峡北建設㈱ R4.9.30

97.7%3,720,000 4,092,000 3,635,000 3,998,500 ㈲メンテック調和 R4.8.3164
高根総合支所燃料地下タンク改修工事

地下タンクFRP内面ライニング工事（3,000Lタンク）　1式
配管工事　1式

管 高根総合支所

65

社会教育施設管理事業
大泉総合会館ボイラー改修工事

ボイラー改修工事　1式
　ボイラー入替
　暖房設備入替

管 大泉町西井出地内

実績 指名
高根地域市

民課

実績 指名 生涯学習課 98.4%3,960,000 4,356,000 3,896,000 4,285,600 ㈲メンテック調和 R4.10.31

97.9%1,880,000 2,068,000 1,840,000 2,024,000 ㈲石原設備 R4.9.3066

市営住宅等改修事業
市営武川団地（E-F棟）宅内排水管布設工事 排水管（VUФ100）　L=38m

舗装仮復旧　A=36.9㎡
管 武川町三吹地内

67

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4-1工区 舗装本復旧　L=201m　W=1.20～8.80m

アスファルト舗装工　表層（再生密粒アスコン t=5㎝）　A=832㎡
舗装 高根町清里地内

管C 指名 住宅課

舗装AB 指名
上下水道施

設課
97.6%4,560,000 5,016,000 4,450,000 4,895,000 明立工業㈱ R4.10.3

99.1%3,300,000 3,630,000 3,270,000 3,597,000 ㈱小林電気工事 R4.8.3068

学校給食管理事業
北杜北学校給食センター調理室・コンテナプール室エアコン設置工事

空調機器設備工事　1式
　天吊型厨房用エアコン（PA-P112VK7HN）　N=1台
　　高温吸込み対応・シングツ　　オイルミストフィルタ付　　ワイヤードリモコン
　　冷房：10.0kw　　暖房：11.2kw
　天吊型厨房用エアコン（PA-P224V7MDN）　N=1台
　　中温用・同時ツイン　　オイルミストフィルタ付　　ワイヤードリモコン
　　冷房：18.5kw　　暖房：21.2kw
空調配管設備工事　1式
電気設備工事　1式

電気 長坂町長坂上条地内 電気B 指名 学校給食課
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㈱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

712　　5041000037 ㈲白州電気サービス

㈱生山土木 ㈱フカサワ

㈱上村建設 藤原土木

㈲川久保興業所

㈱輿水建設

㈱里吉工業所

743　　5041000038 ㈲清水土建

㈲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 ㈱巧光建設

長田興業㈱ 道村建設㈱

㈱カナマル ㈲宮沢工務店

㈲川久保興業所 ㈲野牛嶋建築

368　　5041000039 峡北建設㈱

㈲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

626　　5041000040 ㈲川久保興業所

㈲今井建設

唐沢建設㈲

㈱鈴建

㈲北栄建設

㈲宮沢工務店

745　　5041000041

㈲浅川興業 ㈱朋和

金山土建㈱ 道村建設㈱

㈲山栄建設

隆生建設㈱

㈱フジショウ

585　　5041000042 ㈲藤森組土木

アジア航測㈱　山梨営業所

㈱ぎょうせい　関東支社

国際航業㈱　山梨営業所

三和航測㈱　甲信支社

㈱パスコ　山梨支店

707　　5042000016

㈱大沢防災 ㈲中村ポンプ工作所

㈱サン防災

㈱センティス廿一

セントラル防災㈱

㈲宝防災設備

505　　5042000017 ㈱東ポン商会

69

道路メンテナンス事業
北杜市トンネル長寿命化修繕照明工事（4-1工区）

トンネル照明器具　N=32台
自動調光装置　N=1組
屋外分電盤　N=1面
配管・配線工　1式

電気 明野町小笠原地内 電気AB 指名 道路河川課 98.6%20,790,000 22,869,000 20,500,000 22,550,000 ㈲タキデン R4.11.25

97.6%10,250,000 11,275,000 10,000,000 11,000,000 ㈱生山土木 R4.10.1470

重要給水施設配水管耐震化事業
舗装本復旧工事　明野第4-2工区

舗装本復旧　L=368m　W=4.85～8.00m
アスファルト舗装工（再生密粒アスコン t=5㎝）　A=2,090㎡
区画線工　1式

舗装 明野町上神取地内

71

甲陵高等学校管理事業
甲陵高等学校屋内運動場アリーナ床改修工事 直接仮設工事　1式

床改修工事　A=1,300㎡
建築 北杜市立甲陵高等学校

舗装AB 指名
上下水道施

設課

建築ABC 指名
甲陵高等学

校
97.8%6,750,000 7,425,000 6,599,300 7,259,230 ㈱巧光建設 R4.8.31

建築BC 指名 学術課 -1,900,000 2,090,000 R4.9.3072

文化財調査事業
北杜市埋蔵文化財センター屋根修繕工事

直接仮設工事　1式
屋根塗装工事　1式
排煙トップライト修繕工事　1式

建築
北杜市埋蔵文化財セン

ター
全者辞退のため中止

99.2%6,150,000 6,765,000 6,100,000 6,710,000 ㈲今井建設 R4.10.573

老朽管等施設更新事業
舗装本復旧工事　小淵沢第4-1工区

舗装本復旧　L=262m　W=3.50～5.25m
アスファルト舗装工（再生密粒アスコン t=5㎝）　A=1,090㎡
アスカーブ（再生細粒度アスコン）　L=167m
コンクリート舗装工（t=15㎝）　A=21㎡

舗装 小淵沢町地内

74

市単道路新設改良事業
市道大坊・柳澤線舗装補修工事

舗装工　W=3.5～6.6m
オーバーレイ工（再生密粒）（13）　ｔ=5㎝　A=140㎡
オーバーレイ工（再生密粒）（13）　ｔ=5㎝　A=2,750㎡
区画線工
実線（W=15㎝）　L=870m
破線（W=15㎝）　L=215m

舗装 武川町柳澤地内

舗装AB 指名
上下水道施

設課

舗装AB 指名 道路河川課 98.0%7,140,000 7,854,000 6,999,000 7,698,900 ㈲浅川興業 R4.9.30

79.7%7,390,000 8,129,000 5,890,000 6,479,000
国際航業㈱　山

梨営業所
R5.3.3175

地域防災計画推進事業
北杜市地域防災計画等改訂業務委託

防災計画改訂業務　1式
職員初動マニュアル改訂業務　1式
業務継続計画改訂業務　1式
水防計画改訂業務　1式

委託 北杜市役所

76

市営住宅維持管理事業
市営住宅消防設備点検業務委託

消火器具点検　1式
非常警報器具及び設備点検　1式
屋内消火栓設備点検　1式
自動火災報知設備点検　1式
避難器具点検　1式
誘導灯及び誘導標識点検　1式
非常用電源（蓄電池設備）

委託 北杜市営住宅28団地

実績 指名 消防防災課

実績 指名 住宅課 95.4%2,672,000 2,939,200 2,550,000 2,805,000 ㈱東ポン商会 R5.3.10
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㈱アセラ ㈱山梨県環境科学検査センター

㈱環境計量センター　山梨検査所 （一社）山梨県食品衛生協会

環境未来㈱　山梨検査センター

中央環境理研㈱

中外テクノス㈱　山梨営業所

636　　5042000018 ㈱メイキョー

㈱クリーン環境センター

甲信日成㈱

㈱塩川クリーン

トーヨークリエイト㈱　山梨北支店

㈱メイキョー

723　　5042000019 山梨日化サービス㈱

㈱エイト日本技術開発　山梨事務所 ㈱ハヤテ・コンサルタント　北杜支店

㈱サンポー ㈱富士エンジニアリング

セントラルコンサルタント㈱　山梨営業所 ㈱ブレーンズ

第一復建㈱　山梨支店

㈱長大　山梨事務所

668　　5042000020 東洋コンサルタント㈱　北杜支店

㈱エイト日本技術開発　山梨事務所 ㈱ハヤテ・コンサルタント　北杜支店

㈱サンポー ㈱富士エンジニアリング

セントラルコンサルタント㈱　山梨営業所 ㈱ブレーンズ

第一復建㈱　山梨支店

㈱長大　山梨事務所

676　　5042000021 東洋コンサルタント㈱　北杜支店

㈱エイト日本技術開発　山梨事務所 ㈱ハヤテ・コンサルタント　北杜支店

㈱サンポー ㈱富士エンジニアリング

セントラルコンサルタント㈱　山梨営業所 ㈱ブレーンズ

第一復建㈱　山梨支店

㈱長大　山梨事務所

655　　5042000022 東洋コンサルタント㈱　北杜支店

㈱エイト日本技術開発　山梨事務所 ㈱ハヤテ・コンサルタント　北杜支店

㈱サンポー ㈱富士エンジニアリング

セントラルコンサルタント㈱　山梨営業所 ㈱ブレーンズ

第一復建㈱　山梨支店

㈱長大　山梨事務所

651　　5042000023 東洋コンサルタント㈱　北杜支店

㈱エイト日本技術開発　山梨事務所 ㈱ハヤテ・コンサルタント　北杜支店

㈱サンポー ㈱富士エンジニアリング

セントラルコンサルタント㈱　山梨営業所 ㈱ブレーンズ

第一復建㈱　山梨支店

㈱長大　山梨事務所

721　　5042000024 東洋コンサルタント㈱　北杜支店

㈲アスカ測量設計 ㈱日測　北杜支店

㈱エスティ設計　北杜市支店 ㈱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

601　　5042000025 東洋コンサルタント㈱　北杜支店

60.0%3,000,000 3,300,000 1,800,000 1,980,000 ㈱メイキョー R5.3.1577

環境衛生事業
自動車騒音調査業務委託

道路調査（12区間）地点選定（実測6地点）
沿道調査　L=20.9㎞
24時間測定（準備・移動・設置・回収含め実働28時間）
システムデータオブジェクト作成

委託 北杜市内

78

特定地域生活排水事業
北杜市須玉町及び白州町地内小規模合併浄化槽点検業務委託

小規模合併浄化槽点検業務　1式
　5人槽～10人槽　N=102基　3回/年
　11人槽～20人槽　N=2基　3回/年

委託 北杜市内

実績 指名 環境課

実績 指名
上下水道維

持課
82.6%847,200 931,920 700,000 770,000 ㈱塩川クリーン R5.3.31

93.7%12,810,000 14,091,000 12,000,000 13,200,000
東洋コンサルタン
ト㈱　北杜支店

R5.2.379

道路メンテナンス事業
橋梁長寿命化（釜瀬1号線橋）外1橋修繕設計業務委託（4-2工区） 路線測量　L=0.4㎞（釜瀬1号線橋、天神橋）

橋梁補修設計業務　N=2橋（釜瀬1号線橋、天神橋）
委託 北杜市内

80

道路メンテナンス事業
橋梁長寿命化（大源橋）外1橋修繕設計業務委託（4-3工区） 路線測量　L=0.2㎞（大源橋）

橋梁補修設計業務　N=2橋（大源橋、六ヶ村堰上橋）
委託 高根町地内

実績 指名 道路河川課

実績 指名 道路河川課 90.2%13,190,000 14,509,000 11,900,000 13,090,000
セントラルコンサ
ルタント㈱　山梨

営業所
R5.2.10

89.8%14,140,000 15,554,000 12,700,000 13,970,000 ㈱サンポー R5.2.2481

道路メンテナンス事業
橋梁長寿命化（小深沢橋）外2橋修繕設計業務委託（4-1工区） 路線測量　L=0.4㎞（小深沢橋、南部横断9号橋）

橋梁補修設計業務　N=3橋（小深沢橋、南部横断9号橋、山の神大橋）
委託 高根町地内

82

農業施設維持管理事業
北杜市農道橋概略調査及び既存塗膜有害物質含有量（PCB）調査業
務委託

測量業務　1式
　橋梁台帳付図作成　N=2橋
設計業務　1式
　概略調査　N=1業務（113橋）
　塗膜調査　N=28橋

委託 北杜市内

実績 指名 道路河川課

実績 指名 農地整備課 90.2%15,080,000 16,588,000 13,600,000 14,960,000 ㈱サンポー R5.2.28

90.0%12,560,000 13,816,000 11,300,000 12,430,000 ㈱サンポー R5.2.1083

道路メンテナンス事業
橋梁塗装塗替（大井ヶ森橋）外1橋設計業務委託（4-1工区） 路線測量　L=0.2㎞（大井ヶ森橋）

塗装塗替設計業務　N=2橋（大井ヶ森橋、学校橋）
委託 長坂町地内

84

電源立地地域対策交付金事業
小淵沢町高野地区水路測量設計業務委託

基準点測量　1式
現地測量　1式
路線測量　L=185m
用地測量　A=0.625ha
実施設計　用水路（開水路）　L=185m

委託 小淵沢町地内

実績 指名 道路河川課

実績 指名 農地整備課 93.8%4,690,000 5,159,000 4,400,000 4,840,000 ㈱サンクス R4.12.28
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㈲アスカ測量設計 ㈲藤山測量

㈱エスティ設計　北杜市支店

㈱サンクス

利根川測量

㈱日測　北杜支店

639　　5042000026 ㈱富士測量　北杜営業所

㈱アサヒ総合サービス 太平ビルサービス㈱　甲府支店

㈱甲府キンダイサービス ㈱太陽実業　山梨営業所

甲府ビルサービス㈱ (株)日本リフレッシュ

サクラそうじ ㈱プレジァコーポレーション

㈱三友 山梨管財㈱

666　　5042000027 ㈱信栄 山梨グローブシップ㈱

㈱アサヒ総合サービス 太平ビルサービス㈱　甲府支店

㈱甲府キンダイサービス ㈱太陽実業　山梨営業所

甲府ビルサービス㈱ (株)日本リフレッシュ

サクラそうじ ㈱プレジァコーポレーション

㈱三友 山梨管財㈱

729　　5042000028 ㈱信栄 山梨グローブシップ㈱

㈱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

㈱佐野建築研究所甲府事務所

㈱佐野設計

㈱進藤設計事務所

740　　5042000029 ㈲竜巳一級建築設計事務所

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈱サンクス

㈱天野建築設計事務所 ㈱進藤設計事務所

㈱雨宮建築設計事務所 ㈲竜巳一級建築設計事務所

小林建築設計事務所 ㈲ノア環境設計

㈱佐野建築研究所甲府事務所 ㈱馬場設計

504　　5042000030 ㈱佐野設計 ㈱山形一級建築士事務所

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈱サンクス

㈱天野建築設計事務所 ㈱進藤設計事務所

㈱雨宮建築設計事務所 ㈲竜巳一級建築設計事務所

小林建築設計事務所 ㈲ノア環境設計

㈱佐野建築研究所甲府事務所 ㈱馬場設計

682　　5042000031 ㈱佐野設計 ㈱山形一級建築士事務所

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈱サンクス

㈱天野建築設計事務所 ㈱進藤設計事務所

㈱雨宮建築設計事務所 ㈲竜巳一級建築設計事務所

小林建築設計事務所 ㈲ノア環境設計

㈱佐野建築研究所甲府事務所 ㈱馬場設計

490　　5042000032 ㈱佐野設計 ㈱山形一級建築士事務所

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈱サンクス

㈱天野建築設計事務所 ㈱進藤設計事務所

㈱雨宮建築設計事務所 ㈲竜巳一級建築設計事務所

小林建築設計事務所 ㈲ノア環境設計

㈱佐野建築研究所甲府事務所 ㈱馬場設計

489　　5042000033 ㈱佐野設計 ㈱山形一級建築士事務所

94.9%1,560,000 1,716,000 1,480,000 1,628,000
㈲アスカ測量設

計
R4.12.985

未登記用地解消事業
市道須玉若神子28号線用地測量業務委託 用地測量　A=0.64万㎡ 委託 須玉町若神子地内

86

北杜市立小学校管理事業
北杜市立小学校定期清掃業務委託

定期清掃業務　1式
　明野小学校　須玉小学校　高根東小学校　高根西小学校　長坂小学校
　泉小学校　小淵沢小学校　白州小学校　武川小学校

委託 北杜市立小学校

実績 指名 用地課

実績 指名 教育総務課 93.5%2,266,000 2,492,600 2,118,000 2,329,800
太平ビルサービス

㈱　甲府支店
R5.3.15

93.3%3,377,000 3,714,700 3,150,000 3,465,000 ㈱三友 R5.3.1587

北杜市立中学校・甲陵高等学校管理事業
北杜市立中学校・甲陵高等学校定期清掃業務委託

定期清掃業務　1式
　明野中学校　須玉中学校　高根中学校　長坂中学校　泉中学校
　小淵沢中学校　白州中学校　武川中学校　甲陵中学校　甲陵高等学校

委託
北杜市立中学校・

甲陵高等学校

88
北杜市立塩川病院計装設備更新工事設計業務委託

計装設備更新工事設計業務　1式 委託 北杜市立塩川病院

実績 指名 教育総務課

実績 指名 塩川病院 83.7%3,690,000 4,059,000 3,090,000 3,399,000
㈱佐野建築研究
所甲府事務所

R4.11.30

67.2%3,127,000 3,439,700 2,100,000 2,310,000
㈱雨宮建築設計

事務所
R4.10.3189

市営住宅維持管理事業
市営住宅特定建築物定期検査報告業務委託 特定建築物定期検査報告業務　N=5団地 委託 北杜市営住宅5団地

90

ホール施設管理事業
北杜市3ホール特定建築物等定期調査業務委託

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
　須玉農村総合交流ターミナル（須玉ふれあい館）
　高根ふれあい交流ホール（八ヶ岳やまびこホール）
　長坂コミュニティ・ステーション

委託 北杜市内

実績 指名 住宅課

実績 指名 生涯学習課 82.6%1,610,000 1,771,000 1,330,000 1,463,000 ㈱馬場設計 R4.9.30

75.1%3,460,000 3,806,000 2,600,000 2,860,000
㈱雨宮建築設計

事務所
R4.9.3091

小学校施設整備事業
小学校建築設備及び防火設備定期調査業務委託

建築設備定期調査及び報告書作成　1式
防火設備定期調査及び報告書作成　1式
　明野小学校　須玉小学校　高根東小学校　高根西小学校　長坂小学校
　泉小学校　小淵沢小学校　白州小学校　武川小学校

委託 北杜市立小学校

92

中学校施設整備事業
中学校建築設備及び防火設備定期調査業務委託

建築設備定期調査及び報告書作成　1式
防火設備定期調査及び報告書作成　1式
　明野中学校　須玉中学校　高根中学校　長坂中学校　泉中学校
　小淵沢中学校　白州中学校　武川中学校

委託 北杜市立中学校

実績 指名 教育総務課

実績 指名 教育総務課 72.9%3,290,000 3,619,000 2,400,000 2,640,000
㈱雨宮建築設計

事務所
R4.9.30
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アクト一級建築設計事務所㈲ ㈱サンクス

㈱天野建築設計事務所 ㈱進藤設計事務所

㈱雨宮建築設計事務所 ㈲竜巳一級建築設計事務所

小林建築設計事務所 ㈲ノア環境設計

㈱佐野建築研究所甲府事務所 ㈱馬場設計

609　　5042000034 ㈱佐野設計 ㈱山形一級建築士事務所

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈱サンクス

㈱天野建築設計事務所 ㈱進藤設計事務所

㈱雨宮建築設計事務所 ㈲竜巳一級建築設計事務所

小林建築設計事務所 ㈲ノア環境設計

㈱佐野建築研究所甲府事務所 ㈱馬場設計

625　　5042000035 ㈱佐野設計 ㈱山形一級建築士事務所

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈱サンクス

㈱天野建築設計事務所 ㈱進藤設計事務所

㈱雨宮建築設計事務所 ㈲竜巳一級建築設計事務所

小林建築設計事務所 ㈲ノア環境設計

㈱佐野建築研究所甲府事務所 ㈱馬場設計

692　　5042000036 ㈱佐野設計 ㈱山形一級建築士事務所

アクト一級建築設計事務所㈲ ㈱進藤設計事務所

㈱天野建築設計事務所 ㈲竜巳一級建築設計事務所

小林建築設計事務所 ㈲ノア環境設計

㈱佐野建築研究所甲府事務所 ㈱馬場設計

㈱佐野設計 ㈱山形一級建築士事務所

686　　5042000037 ㈱サンクス

いすゞ自動車首都圏㈱　山梨支社　甲府支店 ㈱ユニオックス

甲斐日産自動車㈱

日産プリンス山梨販売㈱

山梨トヨタ自動車㈱　ツインズ韮崎店

山梨トヨペット㈱

728　　5043000018 山梨日野自動車㈱

甲斐日産自動車㈱ 山梨ダイハツ販売㈱

㈱甲信マツダ 山梨トヨタ自動車㈱　ツインズ韮崎店

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

東日本三菱自動車販売㈱　支店

545　　5043000019 ㈱ホンダ四輪販売関東中央　山梨法人課

協和医科器械㈱　甲府支店 日本連合警備㈱

㈱サニクリーン甲信越　山梨営業所 豊前医化㈱　営業本部

㈱正直堂　北杜店 マコト医科精機㈱

セコム山梨㈱ リコージャパン㈱　山梨支社　ＬＡ営業部

綜合警備保障㈱　山梨支社

522　　5043000020 ㈱匠メディカル

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㈱

618　　5043000021 ㈲清水建材店

76.6%1,410,000 1,551,000 1,080,000 1,188,000 ㈱馬場設計 R4.9.3093

中学校施設整備事業
明野中学校外2校屋内運動場照明LED化改修設計業務委託

明野中学校　高根中学校　武川中学校
　現況調査　1式
　詳細設計　1式
　積算業務　1式

委託
北杜市立明野中学校外2

校

94

中学校施設整備事業
高根中学校外1校屋内運動場トイレ改修設計業務委託

高根中学校　武川中学校
　現況調査　1式
　詳細設計　1式
　（トイレの洋式化、乾式化、多目的化、スロー整備(武川中学校のみ)）
　積算業務　1式

委託
北杜市立高根中学校外1

校

実績 指名 教育総務課

実績 指名 教育総務課 77.7%3,280,000 3,608,000 2,550,000 2,805,000 ㈱馬場設計 R4.9.30

69.5%3,540,000 3,894,000 2,460,000 2,706,000 ㈱馬場設計 R4.10.3195

社会体育施設整備事業
高根総合グラウンド管理棟トイレ改修設計業務委託

トイレ（男子・女子・多目的）、倉庫改修設計業務　1式
既存建物アスベスト調査　1式 委託 高根町村山北割地内

96

社会体育施設整備事業
長坂スポーツ公園管理施設建築設計業務委託 管理施設建築設計業務（更衣室、トイレ、シャワー室）　1式

　LS造　平屋建て　延床面積 A=180㎡
委託 長坂町大八田地内

実績 指名 生涯学習課

実績 指名 生涯学習課 67.6%4,870,000 5,357,000 3,290,000 3,619,000 ㈱馬場設計 R4.10.31

実績 指名 教育総務課 -17,675,000 19,442,500 R5.2.2897

小中学校スクールバス運行事業
北杜市立長坂小学校スクールバス車両購入

中型バス（ツーステップバス）　N=1台
　車両全長：9.0m程度　車両全幅：2.3m程度　車両全高：3.0m程度
　乗車定員：45名
　シート：9列シート及び補助席装備
　ボディーカラー：メーカー基本塗装

物品 北杜市立長坂小学校 入札者が1者となったため不調

81.0%3,270,000 3,597,000 2,648,160 2,912,976
山梨ダイハツ販

売㈱
R5.1.1398

北杜市地域包括支援センター車両（軽自動車）購入
軽乗用自動車（5ナンバー、乗車定員4名）　N=2台（新車）
　排気量：660cc以下　ドア数：5ドア　使用燃料：ガソリン　駆動方式：4WD
　変速方式：ATもしくはCVT　車体色：原則、白色系
　燃費消費率：12.5㎞/L以上（WLTCモード燃費）

物品 北杜市役所

99
学術課所管施設AED（自動体外式除細動器）リース AED（自動体外式除細動器）リース　N=4台

北杜市郷土資料館　北杜市考古資料館　平田家住宅
史跡梅之木遺跡ガイダンス施設

リー
ス

北杜市内

実績 指名 介護支援課

実績 指名 学術課 72.5%1,656,000 1,821,600 1,200,000 1,320,000 セコム山梨㈱
R4.8.1～
R9.7.31

88.6%3,186,000 3,504,600 2,823,000 3,105,300 ㈱日新厨房企画 R4.12.28100

学校給食管理事業
北杜南学校給食センター食缶購入 (株)アイホー社製　角型二重食缶（43-924-200）13L（ごはん用）　N=57個

　　　　　　　　　　　 角型二重食缶（43-922-200）7L（ごはん用）　N=9個
物品 須玉町大蔵地内 実績 指名 学校給食課



　　　入　札　執　行　結　果　表　 （令和4年6月30日　執行）　　第5回

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）

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㈱

617　　5043000022 ㈲清水建材店

アルプス事務機㈲　北杜支店 ㈱正直堂　北杜店

（資）内田盛和堂 ㈲タキデン

㈲オフィスアトベ ㈱フカサワ

㈱カナマル 北杜事務機

㈱金峰商会　北杜営業所 ㈱マルアイ産機　北杜事務所

726　　5043000023 櫻井呉服店 宮沢書店

アルプス事務機㈲　北杜支店 ㈲タキデン

（資）内田盛和堂 ㈱フカサワ

㈲オフィスアトベ 北杜事務機

㈱金峰商会　北杜営業所 ㈱マルアイ産機　北杜事務所

櫻井呉服店 宮沢書店

741　　5043000024 ㈱正直堂　北杜店

アルプス事務機㈲　北杜支店 北杜事務機

（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

櫻井呉服店

736　　5043000025 ㈱正直堂　北杜店

アルプス事務機㈲　北杜支店 北杜事務機

（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

櫻井呉服店

653　　5043000026 ㈱正直堂　北杜店

アルプス事務機㈲　北杜支店 北杜事務機

（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

櫻井呉服店

540　　5043000027 ㈱正直堂　北杜店

アルプス事務機㈲　北杜支店 北杜事務機

（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

櫻井呉服店

730　　5043000028 ㈱正直堂　北杜店
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学校給食管理事業
北杜北学校給食センター食缶購入 (株)アイホー社製　角型二重食缶（43-924-200）13L（ごはん用）　N=10個

　　　　　　　　　　　 角型二重食缶（43-924-100）13L（汁用）　N=10個
物品 長坂町長坂上条地内 実績 指名 学校給食課 91.9%893,000 982,300 821,000 903,100 ㈱日新厨房企画 R4.12.28

69.8%2,136,000 2,349,600 1,490,000 1,639,000
㈱正直堂　北杜

店
R4.8.19102

小中学校管理事業
北杜市立小中学校備品・消耗品購入（電気製品）

小学校電気製品　1式
気化式加湿器　N=3台　　加湿ストリーマ空気清浄機　N=1台　　噴霧器　N=1台
デジタルカメラ　N=1台　　シュレッダー　N=1台　　加湿空気清浄機　N=4台
扇風機　N=1台　　紙パック式掃除機　N=1台　　モノクロプリンター　N=2台

中学校電気製品　1式
ブックファン75V　N=2台　　ハイブリッド式加湿器　N=9台　　シュレッダー　N=2台
掃除機　N=1台　　加湿空気清浄機　N=3台　　気化式冷風機　N=1台
ワイヤレスアンプUSB　N=1台
3軸ジンバルスタビライザー搭載4Kカメラセット　N=1セット

物品 北杜市立小中学校
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小中学校管理事業
北杜市立小中学校備品・消耗品購入（保健備品・消耗品）

小学校保健備品　1式
紫外線衛生庫ナイチンゲール、歯ブラシスタンド　N=4台　LFD照明灯　N=1台
アコーディオンつい立　N=1台
中学校保健備品　1式
パルスオキシメータ　N=1個　デジタル式身長計　N=1台　薬品戸棚　N=1台
残留塩素計　N=1個
小学校保健消耗品　1式
手首式血圧計　N=1　環境管理温湿度計　N=6台　ウレタンマットレス　N=2枚
布団干し　N=1台　高速製氷機　N=1台
中学校保健消耗品　1式
二酸化炭素検知器　N=3個　パルスオキシメータ　N=1個　伸縮式つい立　N=1台

物品 北杜市立小中学校

実績 指名 教育総務課

実績 指名 教育総務課 92.8%861,000 947,100 799,000 878,900 ㈲オフィスアトベ R4.8.19

95.3%2,612,000 2,873,200 2,489,000 2,737,900 ㈲オフィスアトベ R4.8.19104

小中学校管理事業
北杜市立小中学校備品・消耗品購入（事務備品・消耗品）

小学校事務備品　1式
木製閲覧椅子(布) N=8脚　折り畳みテーブル N=5台　応接机 N=1台　音楽室カーテン N=2セット
応接椅子 N=4脚　脇机2段 N=1台　ブックトラック N=1台　事務用チェア N=7脚
児童用ロッカー N=4台　カーテン(2教室分) N=1セット　演台用木製校章 1式　組立式書架 N=2台
ウッドフレームマルチワゴン N=1台　ワークスツール N=1台
中学校事務備品　1式
ウッドフレームマルチワゴン N=1台　アルミ車いす N=1台　ロースツール N=1脚
教室用カーテン(2教室分) N=1セット　木製回転式書架 N=1台　フォールディングテーブル N=8台
事務椅子 N=10脚
小学校消耗品　1式
講演台 N=1台
中学校消耗品　1式
ペダルボックス N=2台

物品 北杜市立小中学校
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小中学校管理事業
北杜市立小中学校児童生徒用机、椅子購入

小学校児童用机　N=73台
　高根東小学校　高根西小学校　長坂小学校　小淵沢小学校　武川小学校
小学校児童用椅子　N=30台
　高根東小学校　高根西小学校　長坂小学校　小淵沢小学校　武川小学校
中学校生徒用机　N=31台
　明野中学校　高根中学校　泉中学校　小淵沢中学校　武川中学校
中学校生徒用椅子　N=13台
　明野中学校　長坂中学校　泉中学校　武川中学校

物品 北杜市立小中学校

実績 指名 教育総務課

実績 指名 教育総務課 86.4%2,655,000 2,920,500 2,293,600 2,522,960 ㈲オフィスアトベ R4.8.19

95.1%900,700 990,770 857,000 942,700 （資）内田盛和堂 R4.9.30106

甲陵高等学校管理事業
薬品庫購入

薬品庫　N=1箱
　トータルロックタイプ　外形寸法：幅455㎜×奥行600㎜×高さ800㎜
　材質：本体/ステンレス（セラミックコート）、レール/スチール（フッ素コート）
　試薬瓶収納本数：500㎖のみ/45本、1ℓのみ/24本
　引出耐荷重：20㎏　本体重量：約35㎏
薬品庫　N=3箱
　トータルロックタイプ　外形寸法：幅455㎜×奥行600㎜×高さ800㎜
　材質：本体/ステンレス（セラミックコート）、レール/スチール（フッ素コート）
　試薬瓶収納本数：12本（ガロン瓶）
　引出耐荷重：30㎏　本体重量：約30㎏

物品 北杜市立甲陵高等学校
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指定管理施設事業
白州福祉会館（フォッサマグナの湯）ロッカー購入 貴重品ロッカー　N=1台

脱衣室用コインロッカー　N=12台
物品 白州町大武川地内

実績 指名
甲陵高等学

校

実績 指名 観光課 95.0%3,200,000 3,520,000 3,040,000 3,344,000
㈱正直堂　北杜

店
R4.9.30


