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㈱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

1055　　5041000051 ㈱フカサワ

長田興業㈱ ㈲東和建設

㈱上村建設 ㈱フカサワ

清里建設㈱ 藤原土木

㈱輿水建設 ㈲丸二利根川組

輿水土建㈱ 明立工業㈱

1036　　5041000052 ㈱里吉工業所

㈲今井建設 ㈲宮沢工務店

唐沢建設㈲

㈲山栄建設

㈲鈴建

㈲藤森組土木

1066　　5041000053 道村建設㈱

㈲浅川興業

金山土建㈱

㈲山栄建設

隆生建設㈱

㈲藤森組土木

1067　　5041000054 道村建設㈱

岩間井戸工業㈱ ㈱山梨ボーリング

㈱サクセン山梨 山本基礎工業㈱

㈱ジオ技研

㈱新日本エンジニアリング

㈱ハギ・ボー

993　　5041000055 ㈱山梨地質

㈱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

1007　　5041000056 ㈲清水建興

㈲浅川建工 白倉建築所

㈲石井工務店 ㈱鈴建

イトー【辞退】 ㈱大喜建設

㈲今井建設 隆生建設㈱

長田興業㈱ 道村建設㈱

㈱カナマル ㈲宮沢工務店

1041　　5041000057 ㈲川久保興業所 ㈲野牛嶋建築

㈲浅川建工 ㈱輿水建設

㈲石井工務店 ㈱大喜建設

イトー 隆生建設㈱

㈲今井建設 ㈱フカサワ

長田興業㈱ 道村建設㈱

㈱カナマル ㈲宮沢工務店

995　　5041000058 ㈱上村建設

選定理由 契約方法 担当課

落札率
（落札価格
/予定価

格）

136

農業基盤整備促進事業
須玉町東向地区勘六堰改修工事

水路改修　L=184m
PU1型側溝工　L=41.2m　　自由勾配側溝工　L=47.2m
集水桝設置工　N=9基　　ボックスカルバート工　L=6.0m
高密度ポリエチレン管Φ300　L=72.4m　　場所打ち擁壁　V=6.0㎥
【県道】AS舗装工（上下路盤あり）　A=28.6㎡
【農道】AS舗装工（上下路盤あり）　A=25.1㎡
CO舗装工（本線）　A=128.5㎡　　CO舗装工（進入路）　A=16.7㎡
区画線工　W=15㎝　（外側線）L=16.0m　（中心線）L=9.3m
仮設工　1式

土木 須玉町東向地内

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）

97.7%13,670,000 15,037,000 13,350,000 14,685,000 ㈱里吉工業所 R5.2.15

137

小規模治山（流木等発生源対策）事業
信行地小規模治山工事 谷止工（コンクリート）　N=1基

　L=18.0m　H=4.5m　V=113.0㎥
土木 須玉町上津金地内

土木AB
指名

（電子）
農地整備課

土木AB
指名

（電子）
林政課 98.6%11,154,000 12,269,400 11,000,000 12,100,000 藤原土木 R5.3.24

-21,680,000 23,848,000 R5.1.20138

防災・安全社会資本整備交付金事業（修繕）
橋梁長寿命化（宮久保橋）修繕工事（4-1工区）

橋梁用伸縮装置　L=8.0m
横桁増厚　V=0.8㎥
縁端拡幅（RC突起含）　V=2㎥
断面修復工　N=1橋
剥落防止　A=24㎡
塗替塗装　A=0.2㎡
仮設工　1式

土木 小淵沢町地内 全者辞退のため中止

139

林道新設改良事業
林道雨乞尾白川線路体流出箇所改修工事

土工　1式
擁壁工　L=20.1m
水路工　L=12m
法面保護工　A=236㎡
舗装工　A=100㎡

土木 白州町白須地内

土木AB
指名

（電子）
道路河川課

土木AB
指名

（電子）
林政課 98.0%19,059,000 20,964,900 18,680,000 20,548,000 ㈲山栄建設 R5.3.24

94.5%3,280,000 3,608,000 3,100,000 3,410,000 ㈱ハギ・ボー R5.1.27 実績 指名
上下水道維

持課
140

建設改良事業
菅原第2水源深井戸揚水ポンプ更新工事 深井戸揚水ポンプ更新　N=1台（Φ80-7.5kw）

さく
井

白州町白須地内

96.9%13,210,000 14,531,000 12,800,000 14,080,000 長田興業㈱ R4.12.22

142

地産地消関連施設整備事業
道の駅こぶちさわトイレ増築工事

建築工事　1式
電気設備工事　1式
機械設備工事　1式
外構付帯工事（舗装復旧工事等）　1式

建築 小淵沢町地内

舗装AB 指名 道路河川課141

道整備交付金事業
市道清里・西井出線舗装工事（4-2工区）

舗装工（密粒ギャップ（13）t=50㎜）　A=1,870㎡　L=300m　W=5.95～6.50m
不陸整正工（補足材t=29～34㎜）　A=1,870㎡
区画線工　実線（W=15㎝）　L=600m　破線（W=15㎝）　L=150m

舗装 高根町清里地内

建築ABC 指名 商工・食農課 99.7%9,730,000 10,703,000 9,700,000 10,670,000 ㈱鈴建 R5.2.20

98.9%1,900,000 2,090,000 1,880,000 2,068,000 ㈱フカサワ R4.12.15 建築ABC 指名 学術課143

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
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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）

㈱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

1022　　5041000059 ㈱白州電気サービス

㈱NJS　山梨出張所 八千代エンジニアリング㈱　山梨事務所

オリジナル設計㈱　山梨営業所

㈱三水コンサルタント　山梨事務所

第一復建㈱　山梨支店

㈱日水コン　山梨事務所

987　　5042000052 日本水工設計㈱　山梨事務所

㈱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

1056　　5042000053 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

1059　　5042000054 東洋コンサルタント㈱　北杜支店

アズサイエンス㈱　甲府営業所 ㈱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

1045　　5043000035 マコト医科精機㈱

アズサイエンス㈱　甲府営業所 ㈱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

1046　　5043000036 マコト医科精機㈱

アズサイエンス㈱　甲府営業所 ㈱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

1047　　5043000037 マコト医科精機㈱

アズサイエンス㈱　甲府営業所 ㈱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

1048　　5043000038 マコト医科精機㈱

144

地産地消関連施設整備事業
須玉町おいしい学校空調設備改修工事

建築工事　1式
電気設備工事　1式
機械設備工事　1式

電気 須玉町下津金地内 電気AB 指名 商工・食農課 98.0%21,370,000 23,507,000 20,950,000 23,045,000 甲伸電気商会 R5.2.28

94.9%7,480,000 8,228,000 7,100,000 7,810,000
㈱NJS　山梨出張

所
R5.2.2

146

南アルプスユネスコエコパーク推進事業
尾白川渓谷吊り橋点検業務委託

業務計画書　1式
事前調査　1式
点検調査（現場）　N=1橋
健全性診断・対策検討　N=1橋
橋梁台帳付図作成　N=1橋

委託 白州町地内

実績 指名
上下水道施

設課
145

防災・安全社会資本整備交付金事業
下水道処理場施設点検・調査業務委託　第4-1工区

処理場施設（土木・建築・機械・電気）点検・調査　1式
　武川浄化センター
　小淵沢東部浄化センター

委託 北杜市内

実績 指名 観光課 89.4%2,740,000 3,014,000 2,450,000 2,695,000 ㈱サンポー R5.2.28

94.4%8,790,000 9,669,000 8,300,000 9,130,000 ㈱サンクス R5.1.31

148
北杜市立甲陽病院低周波・干渉波組合せ治療器購入

(株)日本メディックス社製低周波・干渉波組合せ治療器（ＳＤ-5702）　N=1台 物品 北杜市立甲陽病院

実績 指名 道路河川課147

市単道路新設改良事業
市道高根村山西割6号線測量設計業務委託

現地測量　A=1.22万㎡
路線測量　L=0.23㎞
用地測量　A=1.22万㎡
道路設計　L=0.23㎞

委託 高根町村山西割地内

実績 指名 甲陽病院 84.3%1,150,000 1,265,000 970,000 1,067,000 ㈲平穂医科器械 R4.12.28

87.0%2,300,000 2,530,000 2,000,000 2,200,000 ㈲平穂医科器械 R4.9.30

150
北杜市立甲陽病院汎用人工呼吸器購入

フクダ電子(株)社製汎用人工呼吸器（SERVO-air）　N=2台 物品 北杜市立甲陽病院

実績 指名 甲陽病院149
北杜市立甲陽病院ベッドサイドモニタ購入

フクダ電子(株)社製ベッドサイドモニタ（DS-8007N）　N=2台 物品 北杜市立甲陽病院

実績 指名 甲陽病院 96.8%9,350,000 10,285,000 9,050,000 9,955,000 ㈲平穂医科器械 R4.9.30

98.5%3,985,000 4,383,500 3,925,000 4,317,500 ㈲平穂医科器械 R4.9.30 実績 指名 甲陽病院151
北杜市立甲陽病院ＣＴ心筋解析他ソフトウェア購入

ザイオソフト(株)社製
3Ｄ医療用画像処理ワークステーション解析ソフトウェア　1式

物品 北杜市立甲陽病院
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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）

アズサイエンス㈱　甲府営業所 ㈱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

1052　　5043000039 マコト医科精機㈱

152
大泉町デイサービスセンター介護浴槽等購入

(株)アマノ社製介護浴槽（AS300）　N=1台
(株)アマノ社製入浴用車椅子（上肢サポート付き）（AS-300SC）　N=2台

物品 大泉町谷戸地内 実績 指名 介護支援課 97.8%6,802,000 7,482,200 6,650,000 7,315,000 ㈱ムトウ山梨 R5.1.31


