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㈱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

1189　　5041000065 ㈲清水建興

㈲浅川建工 ㈱大喜建設

㈲石井工務店 ㈱巧光建設

長田興業㈱ ㈱フカサワ

㈱上村建設

峡北建設㈱

1176　　5041000066 ㈱輿水建設

㈱井出建設 特殊興業㈱

㈱今井建設 ㈱仲山建設

唐沢建設㈲ ㈲藤森組土木

峡北建設㈱ ㈲丸治坂本建設

㈲山栄建設 道村建設㈱

㈱鈴建 ㈲宮沢工務店

㈱巧光建設 守屋建設㈱

1222　5041000067 ㈲武井建設

㈲浅川建工 ㈱輿水建設

㈲石井工務店 白倉建築所

イトー ㈱大喜建築

㈲今井建設 隆生建設㈱

長田興業㈱ ㈱フカサワ

㈱カナマル 道村建設㈱

㈱上村建設 ㈲宮沢工務店

718　　5041000068 ㈲川久保興業所 ㈲野牛嶋建築

㈲浅川建工 ㈱鈴建

㈲石井工務店 ㈱大喜建築

イトー 隆生建設㈱

㈲今井建設 ㈱三沢工務店

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

1149　　5041000069 白倉建築所

㈱浅川運輸土建 ㈱大喜建設

㈱井出建設 ㈲武井建設

長田興業㈱ 特殊興業㈱

峡北建設㈱ ㈱仲山建設

㈲坂本建設 守屋建設㈱

㈲清水建興

1137　　5041000070 ㈲須田産業

㈱井出建設 守屋建設㈱

峡北建設㈱

㈲武井建設

特殊興業㈱

㈱仲山建設

1170　　5041000071 ㈲丸治坂本建設

アジア航測㈱　山梨営業所 フジテコム㈱　信越営業所

㈱サンリーク　東京支店 ㈱リクチ漏水調査

㈱ジオックス

㈱西日本水道センター　関東支店

㈱日水コン　山梨事務所

1171　　5042000057 フジ地中情報㈱　東京支店
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土木AB
指名

（電子）
道路河川課 96.9%13,730,000 15,103,000 13,310,000 14,641,000 ㈲清水建興 R5.2.10161

市単道路新設改良事業
市道高根箕輪新町2号線道路改良工事（4-1工区）

道路改良工事　L=166m　W=4.0m
重力式擁壁　L=62.46m　B=300　N=1：0.4
舗装止工　1型L=166m　　2型L=89m
As舗装工　下層路盤（t=20㎝）A=647㎡　上層路盤（t=15㎝）A=647㎡
　　　　　　　 表層（t=5㎝）A=647㎡

土木 高根町箕輪新町地内

97.9%22,160,000 24,376,000 21,703,261 23,873,587 ㈱巧光建設 R5.2.28162

社会体育施設整備事業
高根総合グラウンドテニス場トイレ改築工事 既存建物（コンクリートブロック造、平屋建て　建築面積A=30.41㎡）解体　N=1棟

ユニットトイレ新築（男子用、女子用、多目的用）　N=1棟
建築 高根町村山北割地内

土木AB
指名

（電子）
道路河川課163

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

建築AB
指名

（電子）
生涯学習課

全者辞退のため中止

98.6%

-21,730,000 23,903,000 R5.2.22

6,358,0005,780,0006,446,0005,860,000 R5.2.28 建築ABC 指名 商工・食農課

建築ABC 指名 商工・食農課165

地産地消関連施設整備事業
道の駅はくしゅう軒天井他改修工事 外部床タイル改修工事　1式

軒天井及び樋他改修工事　1式
建築 白州町白須地内

地産地消関連施設整備事業
おいしい市場看板等改修工事164

看板設置等工事　1式
交流ホールの照明器具のＬＥＤ化工事　1式
外部コロネードの鉄骨部分塗装改修工事　1式
直売コーナー部分のサッシフィルム貼改修工事　1式

建築 須玉町若神子地内 ㈲川久保興業所

99.4%4,710,000 5,181,000 4,680,000 5,148,000 ㈱三沢工務店 R5.2.10

97.1%7,620,000 8,382,000 7,400,000 8,140,000 ㈲坂本建設 R5.2.28166

市営住宅解体事業
市営宮地住宅（1号棟）解体工事 1号棟（4戸）　ＣＢ造平屋建　延べ面積　A=145.6㎡ 解体 大泉町西井出地内

舗装AB 指名
上下水道施

設課
167

重要給水施設配水管耐震化事業
舗装本復旧工事　長坂第4-1工区

舗装本復旧　L=315.30m　W=3.40～7.80m
アスファルト舗装工　表層（t=5㎝）　A=1,673㎡　　上層（t=20㎝）　A=797㎡
区画線工　1式
路面表示シート　N=1枚
自動発光式交差点鋲　N=1箇所

舗装 長坂町大八田地内

実績業者 指名 住宅課

98.9%12,720,000 13,992,000 12,580,000 13,838,000 ㈱井出建設 R5.1.27

54.5%5,500,000 6,050,000 3,000,000 3,300,000 ㈱ジオックス R5.3.15168

北杜市上水道事業
給水装置工事設計施行指針作成業務委託 給水装置工事設計施行指針作成業務　1式

給水便覧作成業務　1式
委託 北杜市内 実績業者 指名

上下水道施
設課
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㈱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　山梨営業所

㈱パスコ　山梨支店

1135　　5042000058 ㈱フジヤマ　山梨営業所

㈱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

1158　　5042000059 東洋コンサルタント㈱　北杜支店

甲斐日産自動車㈱

日産プリンス山梨販売㈱

東日本三菱自動車販売㈱　支店

㈱ユニオックス

1151　　5043000041

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

1125　　5043000042 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

1126　　5043000043 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

1169　　5043000044 マコト医科精機㈱

実績業者 指名 学術課169

文化財調査事業
中山工区内遺跡出土土器実測業務委託 遺跡出土土器実測業務　N=402点 委託 北杜市役所 87.9%6,550,000 7,205,000 5,760,000 6,336,000

㈱イビソク　山梨
営業所

R5.3.20

90.0%7,110,000 7,821,000 6,400,000 7,040,000 ㈱サンポー R5.3.15170

道路メンテナンス事業
北杜市橋梁長寿命化修繕計画改定業務委託

橋梁長寿命化修繕計画の策定（15m未満）　N=1橋
橋梁長寿命化修繕計画の改定（15m未満）　N=343橋
橋梁長寿命化修繕計画の改定（15m以上）　N=131橋

委託 北杜市内

実績業者 指名 管財課171

車両購入事業
公用車（軽電気自動車）購入

軽電気自動車（5ナンバー、乗車定員4名）　N=2台（新車）
　総電力量：10kWh以上　ドア数：5ドア　駆動用バッテリー：リチウムイオン電池
　駆動方式：2WD　変速方式：ATもしくはCVT
　車体色：原則、ホワイト系もしくはシルバー系
　交流電力量消費率：7Wh/km以上（WLTCモード燃費）

物品 北杜市役所

実績業者 指名 道路河川課

-4,920,000 5,412,000 R5.3.31全者辞退のため中止

98.9%3,520,000 3,872,000 3,480,000 3,828,000
豊前医化㈱　営

業本部
R4.12.22172

北杜市立塩川病院上部消化管汎用ビデオスコープ購入
オリンパスメディカルシステムズ（株）社製
上部消化管汎用ビデオスコープ（GIF-H290T）　N=1本

物品 北杜市立塩川病院

実績業者 指名 塩川病院173
北杜市立塩川病院医用テレメータ購入

日本光電工業(株)社製医用テレメータ（WEP-1400-Z06）　N=1台 物品 北杜市立塩川病院

実績業者 指名 塩川病院

98.8%7,400,000 8,140,000 7,314,000 8,045,400 ㈲平穂医科器械 R4.12.15

91.9%954,000 1,049,400 877,000 964,700 ㈲平穂医科器械 R5.3.15174
北杜市立塩川病院デジタルスケール付電動ベッド購入

パラマウントベッド(株)社製
デジタルスケール付電動ベッド（KA-8342AC）　N=1台

物品 北杜市立塩川病院 実績業者 指名 塩川病院


