
　　　入　札　執　行　結　果　表　 （令和4年7月28日　執行）　　第7回

㈱生山土木 藤原土木

㈱上村建設

㈱輿水建設

㈱里吉工業所

㈲清水土建

948　　5041000044 ㈱フカサワ

雨宮工業㈱ 明和工業㈱

環境機工㈱ ㈲メンテック調和

共信冷熱㈱ ㈱渡辺工業所

大栄設備㈱

㈲タナカ設備

947　　5041000045 ㈱メイキョー

㈲赤岡商会 ㈱ひらやま

㈲石原設備 ㈱フカサワ

㈱牛田 ㈲丸治坂本建設

大森設備

㈱上村建設

816　　5041000046 トーヨークリエイト㈱　山梨北支店

㈱井出建設 ㈲平井設備

㈱牛田 ㈲丸治坂本建設

㈲大泉住宅設備 明立工業㈱

長田興業㈱

㈱中央設備

820　　5041000047 トーヨークリエイト㈱　山梨北支店

㈱アドブレーン社

㈱エイチ・アイ・エス　セレオ甲府営業所

㈱ＪＴＢ　甲府支店

東武トップツアーズ　甲府支店

㈱日本旅行　甲府支店

951　　5042000039 パーソルテンプスタッフ㈱　甲府オフィス

㈱イビソク　山梨営業所 （公財）山梨文化財研究所

国際文化財㈱　東日本支店

昭和測量㈱

㈱シン技術コンサルタント

㈱パスコ　山梨支店

903　　5042000040 ㈱フジヤマ　山梨営業所

（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

906　　5042000041 八千代エンジニアリング（株）　山梨事務所

セコム山梨㈱

綜合警備保障㈱　山梨支社

日本連合警備㈱

811　　5042000042

64.4%
R4.9.1～
R9.8.31

実績 指名 学校給食課北杜市内 2,700,000 2,970,000 1,740,000 1,914,000 日本連合警備㈱

指名
上下水道施

設課
94.0%

118

学校給食管理事業
北杜市立学校給食調理場機械警備業務委託

機械警備業務　1式
　北杜南学校給食センター
　北杜北学校給食センター

委託

16,269,000 13,900,000 15,290,000
（株）NJS　山梨出

張所
R5.1.30 実績

85.3%

117

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4-1工区

管路施設点検調査　1式
　マンホール　N=344基
　管渠　L=1,300m

委託 北杜市内 14,790,000

2,178,000
㈱イビソク　山梨

営業所
R4.11.30 実績 指名 学術課

-

116

文化財調査事業
穂足工区内遺跡出土遺物実測業務委託 遺跡出土遺物実測業務　N=134点 委託 北杜市役所 2,320,000 2,552,000 1,980,000

R4.10.7 実績 指名
市民サービス

課

99.3%

115

マイナンバーカード普及促進事業
北杜市マイナンバーカード申請受付等業務委託 マイナンバーカード申請受付等業務　1式 委託

北杜市役所
・長坂総合支所

840,000 924,000 入札者が1者となったため不調

R5.1.31 管AB 指名 住宅課長坂町長坂上条地内 9,466,000 10,412,600 9,400,000 10,340,000 ㈲大泉住宅設備

指名 住宅課 98.6%

114

市営住宅維持管理事業
やまなみ団地（八ヶ嶺棟）電気温水器入替工事 電気温水器入替工事　N=13台

既存電気温水器撤去工事　N=13台
管

9,713,000 8,710,000 9,581,000 大森設備 R5.1.31 管ABC113

市営住宅維持管理事業
就業促進住宅（Ａ棟）電気温水器入替工事 電気温水器入替工事　N=9台

既存電気温水器撤去工事　N=9台
管 須玉町若神子地内 8,830,000

実績 指名 観光課 95.1%5,874,000 6,461,400 5,587,000 6,145,700 環境機工㈱ R4.11.4112

指定管理施設事業
明野ふるさと太陽館温泉用加圧ポンプ及びろ過装置取替工事

温泉用加圧ポンプ　N=1台
ろ過装置　N=2基
ヘアーキャッチャー　N=2台

管 明野町浅尾地内

土木AB
指名

（電子）
道路河川課 97.9%25,100,000 27,610,000 24,580,000 27,038,000 ㈱生山土木 R4.11.11111

市単道路新設改良事業
市道小笠原・浅尾1号線道路改良工事（4-1工区）

道路改良　L=40m　W=4.00（5.50）m
コンクリートブロック積工　L=42m（H=2.35～6.15m）
側溝工　L=26m（PU3型側溝）　L=15m（横断側溝）
アスファルト舗装工（再生密粒度アスコン t=5㎝）　A=196㎡
上層路盤工（t=15㎝）　A=18㎡
下層路盤工（t=20㎝）　A=18㎡
コンクリート舗装工（t=12㎝）　A=31㎡
上層路盤工（t=15㎝）　A=31㎡
区画線工　実線（W=15㎝）　L=11m

土木 明野町小笠原地内

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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番
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予定価格
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㈱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

929　　5042000043 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

932　　5042000044 東洋コンサルタント㈱　北杜支店

㈲アスカ測量設計 ㈱ハヤテ・コンサルタント　北杜支店

㈱エスティ設計　北杜市支店 ㈱富士測量　北杜営業所

㈱サンクス

新日本航業㈱　山梨支店

㈱太陽設計　北杜支店

957　　5042000045 東洋コンサルタント㈱　北杜支店

㈲アスカ測量設計 ㈱ハヤテ・コンサルタント　北杜支店

㈱エスティ設計　北杜市支店 ㈱富士測量　北杜営業所

㈱サンクス

新日本航業㈱　山梨支店

㈱太陽設計　北杜支店

889　　5042000046 東洋コンサルタント㈱　北杜支店

㈱エスティ設計　北杜市支店

㈱サンクス

新日本航業㈱山梨支店

㈱太陽設計　北杜支店

東洋コンサルタント㈱北杜支店

907　　5042000047 ㈱ハヤテ・コンサルタント北杜支店

㈲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

859　　5042000048 ㈱富士測量　北杜営業所

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

919　　5042000049 ㈱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

949　　5042000050 ㈱佐野設計 ㈱山形一級建築士事務所

指名 観光課 99.3%1,496,000 1,350,000 1,485,000 ㈱佐野設計 R4.10.31 実績

79.7%

126

指定管理施設事業
増富の湯浴室天井内状況調査業務委託 建物状況調査　1式 委託 須玉町比志地内 1,360,000

1,386,000 ㈱佐野設計 R4.10.31 実績 指名 生涯学習課

94.8%

125

社会体育施設管理事業
社会体育施設建築設備及び防火設備定期調査業務委託

建築設備及び防火設備定期検査業務　1式
　須玉総合体育館
　高根体育館
　長坂総合スポーツ公園体育館
　大泉体育館
　白州体育館

委託 北杜市内 1,580,000 1,738,000 1,260,000

R4.12.27 実績 指名 用地課長坂町塚川地内 1,930,000 2,123,000 1,830,000 2,013,000
㈲アスカ測量設

計

指名
上下水道施

設課
92.8%

124

未登記用地解消事業
市道長坂塚川10号線用地測量業務委託 用地測量　A=1.33万㎡ 委託

4,444,000 3,750,000 4,125,000
㈱ハヤテ・コンサ
ルタント北杜支店

R4.11.30 実績

94.4%

123

重要給水施設配水管耐震化事業
配水管布設替設計業務委託　白州第4-1工区 配水管布設替設計業務　L=290m 委託 白州町白須地内 4,040,000

4,785,000 ㈱サンクス R4.12.28 実績 指名 生涯学習課

94.0%

122

社会体育施設整備事業
八ヶ岳スケートセンター流量調整池改修設計業務委託

4級基準点測量　N=2点
現地測量　A=0.002㎢
 駐車場整備設計　1式
造成整備実施設計　1式

委託 小淵沢町地内 4,610,000 5,071,000 4,350,000

R4.11.30 実績 指名 道路河川課明野町三之蔵地内 5,130,000 5,643,000 4,820,000 5,302,000
㈱太陽設計　北

杜支店

指名 林政課 90.3%

121

市道補修事業
市道明野三之蔵8号線（無名46）護岸補修測量設計業務委託 4級基準点測量　N=4点　路線測量　L=0.2㎞　現地測量　A=0.003㎢

護岸詳細設計（片側）　1式　河川占用協議資料等作成　1式
委託

4,752,000 3,900,000 4,290,000 ㈱サンポー R5.2.28 実績

90.3%

120

林道維持管理事業
林道施設PCB濃度分析調査業務委託 PCB濃度分析調査業務　N=6橋 委託 北杜市内 4,320,000

12,650,000 ㈱サンポー R5.2.28 実績 指名 林政課119

林道維持管理事業
林道施設詳細点検業務委託

詳細点検業務　1式
　N=37橋
　N=1トンネル

委託 北杜市内 12,740,000 14,014,000 11,500,000
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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

960　　5042000051 ㈱佐野設計 ㈱山形一級建築士事務所

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

959　　5043000030 ㈱ホンダ四輪販売関東中央　山梨法人課

（資）内田盛和堂

㈱オオキ

㈱しのはらポリエチレン

大成プラスチック工業㈱

㈱マルアイ産機　北杜事務所

934　　5043000031 ㈱ヤマゲン

（株）大沢防災 (有)中村ポンプ工作所

（有）オフィスアトベ 北杜事務機

櫻井呉服店 宮沢書店

三和防災（株）

東八防災（株）

939　　5043000032 （株）東ポン商会

アルプス事務機㈲　北杜支店 ㈱正直堂　北杜店

（資）内田盛和堂 北杜事務機

㈲オフィスアトベ ㈱マルアイ産機　北杜事務所

カミムラスポーツ 宮沢書店

㈱金峰商会　北杜営業所 みやざわスポーツ

881　　5043000033 櫻井呉服店

97.7%1,934,900 ㈲オフィスアトベ R4.10.31 実績 指名 教育総務課

97.5%

131

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　デジタル顕微鏡カメラ N=1台　　生物顕微鏡 N=3台
須玉小学校　教授用カラー百玉計数器　N=1台
　　　　　　　　　電気の利用プログラミング実験セット　N=6セット
高根東小学校　電気の利用実験器　N=6台
小淵沢小学校　プログラミングスイッチMESH用　N=5個
武川小学校　磁石式九九練習板　N=1台
明野中学校　電子てんびん N=3台　生物顕微鏡 N=6台　衝突球 N=1台
須玉中学校　生物顕微鏡 N=4台　双眼実体顕微鏡 N=3台
小淵沢中学校　生物顕微鏡 N=4台　金星･月の満ち欠け観察器 N=1台
武川中学校　生物顕微鏡 N=4台　電子てんびん N=1台
甲陵中学校　磁化用コイル　N=1台

物品 北杜市立小中学校 1,800,000 1,980,000 1,759,000

R4.12.23 実績 指名 消防防災課北杜市内 969,000 1,065,900 944,490 1,038,939
(有)中村ポンプ工

作所

指名 環境課 82.8%

130

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）購入

消防用耐切創性手袋　N=285双
　品番：プロハンズ　KND-214
　品名：消防用耐切創性手袋
　材質：パラ系アラミド繊維、メタ系アラミド繊維交編編物2重ニット、牛表皮
　　　　 皮厚　0.8㎜　ポリウレタン
　縫糸：主部 ケブラー縫糸30番、マジック取付部/パイル取付部 スパン糸30番

物品

14,318,700 10,775,400 11,852,940 ㈱オオキ R5.1.17 実績

78.6%

129

分別収集マニュアル・収集袋等作成事業
北杜市指定収集袋購入

北杜市指定もえるごみ収集袋　N=1,941,000枚
北杜市指定もえないごみ収集袋　N=111,000枚
北杜市指定資源物収集袋　N=120,000枚

物品 北杜市内 13,017,000

2,904,000
山梨トヨタ自動車
㈱　ツインズ韮崎

店
R5.3.28 実績 指名 塩川病院

75.9%

128
北杜市立塩川病院公用車（普通乗用ワゴン車）購入

 軽乗普通乗用自動車（キャブワゴンタイプ、乗車定員7名）　N=1台（新車）
　排気量：1,496cc以上　ドア数：5ドア　使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
　駆動方式：4WD　変速方式：AT・CVT・電気式他　車体色：原則、白色
　燃費消費率：11㎞/L以上（WKTCWLTCモード燃費）

物品 北杜市立塩川病院 3,360,000 3,696,000 2,640,000

R5.1.31 実績 指名 観光課大泉町西井出地内 7,250,000 7,975,000 5,500,000 6,050,000
㈱天野建築設計

事務所
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観光施設管理事業
たかね荘解体撤去工事設計業務委託 解体撤去工事設計業務　1式

　本館　別館　キャビン　その他付帯設備
委託


