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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

1295　　5041000074 ㈱フカサワ

㈱巧光建設

㈲武井建設

㈱仲山建設

㈲丸治坂本建設

守屋建設㈱

1306　　5041000075

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

1298　　5041000076 ㈲三井電気

長田興業㈱ ㈲藤森石材土木

清里建設㈲ ㈲丸二利根川組

㈱ぐりーんふぁーむ八ヶ岳 明立工業㈱

輿水土建㈱

㈲須田産業

1302　　5041000077 ㈲東和建設

㈲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

1297　　5041000078 ㈲川久保興業所

㈲浅川興業 ㈱朋和

㈲坂本設備

㈲山栄建設

隆生建設㈱

㈱フジショウ

1291　　5041000079 ㈲藤森組土木

㈱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

1289　　5042000062 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

1265　　5042000063 東洋コンサルタント㈱　北杜支店

94.9%1,476,000 1,623,600 1,400,000 1,540,000 ㈱サンクス R5.1.31187

農業生産基盤施設管理事業
高根クラインガルテン　夕焼け橋改修設計業務委託 夕焼け橋改修設計業務　1式 委託 高根町蔵原地内

実績 指名 道路河川課186

道路メンテナンス事業
北杜市トンネル・カルバート長寿命化修繕計画改定業務委託 北杜市トンネル・カルバート長寿命化修繕計画の改定業務　N=6施設 委託 北杜市内

実績 指名 農業振興課

89.8%1,280,000 1,408,000 1,150,000 1,265,000 ㈱サンポー R5.3.24

95.0%5,210,000 5,731,000 4,950,000 5,445,000 ㈱フジショウ R5.3.24185

市道補修事業
急傾斜地のり面整備工事（4-1工区） 伐採総延長　L=228m（幅員2～4m）

伐採総面積　A=708㎡
土木 武川町新奥地内

建築BC 指名 教育総務課184

小学校施設整備事業
武川小学校屋内運動場体育器具改修工事 バスケットゴール改修　N=2対

防球ネット改修　1式
建築 北杜市立武川小学校

土木BC 指名 道路河川課

99.5%8,040,000 8,844,000 8,000,000 8,800,000 ㈲浅川建工 R5.2.10

97.1%8,548,000 9,402,800 8,300,000 9,130,000 ㈲東和建設 R5.1.27183

林道新設改良事業
林道唐沢線道路改修工事 テラセル路盤工　L=120m　W=4.0m　A=480㎡ 土木 大泉町西井出地内

電気B 指名 生涯学習課182

ホール維持管理事業
須玉ふれあい館蓄電池更新工事　第4-1工区 制御弁式据置鉛蓄電池更新　N=54個 電気 須玉町若神子地内

土木BC 指名 林政課

97.0%5,220,000 5,742,000 5,065,000 5,571,500
㈲白州電気サー

ビス
R5.2.28

97.5%13,440,000 14,784,000 13,100,000 14,410,000 守屋建設㈱ R5.3.24181

河川維持管理事業
準用河川古杣川雑木除去工事（4-1工区） 伐木・伐竹（複合）　A=20,000㎡ 土木 長坂町小荒間地内

土木AB
指名

（電子）
道路河川課

土木B
指名

（電子）
道路河川課

97.9%19,220,000 21,142,000 18,820,000 20,702,000 ㈲清水土建 R5.3.24

選定理由 契約方法 担当課

落札率
（落札価格
/予定価

格）

180

市単道路新設改良事業
市道明野三之蔵線道路改良工事（4-1工区）

道路改良工事　L=99.51m　W=5.0m（4.0m）
　ブロック積工　L=37.44m　A=57㎡
　自由勾配側溝工　L=99.34m
　集水桝工　N=1箇所
　舗装工　下層路盤(t=20㎝） A=191.01㎡　上層路盤(t=15㎝) A=450.03㎡
　表層(t=5㎝) A=451.44㎡
　進入路工　N=3箇所

土木 明野町三之蔵地内

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）
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㈱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

1284　　5042000064 ㈱ハヤテ・コンサルタント　北杜支店

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

1329　　5042000065 ㈱サンクス

㈱小泉中部　中部本社

三和防災㈱

東八防災㈱

㈱東ポン商会

㈲中村ポンプ工作所

1283　　5043000046

雨宮工業㈱ ホシザキ東京㈱　山梨支店

石川調理機㈱

和泉産業㈱

北沢産業㈱　甲府営業所

共信冷熱㈱

1277　　5043000047 ㈱日新厨房企画

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

1262　　5043000048 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

1275　　5043000049 マコト医科精機㈱

峡北印刷㈱

㈲小宮山プリント社

㈱ピー・エス・ワイ

1244　　5043000050

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

1337　　5043000051 ㈱正直堂　北杜店

90.0%11,394,000 12,533,400 10,250,000 11,275,000
㈱正直堂　北杜

店
R5.1.31195

学校保健特別対策事業
北杜市立小中学校情報機器購入

Apple iPad（MK2K3J/A）　N=129台
ビデオカメラ　N=18台
ウェアラブルカメラGoPro（HERO11）　N=18セット
HDビデオスイッチャー　N=18台

物品
北杜市立小中学校

（18校）

実績 指名 環境課194

分別収集マニュアル・収集袋等作成事業
令和5年度版北杜市ごみ・資源物排出日程表印刷 北杜市ごみ・資源物排出日程表　N=23,500枚

　A2版　4C（片面4色刷り）　リサイクルコート86.5kg
物品 北杜市役所

実績 指名 教育総務課

89.8%1,057,500 1,163,250 950,000 1,045,000
㈲小宮山プリント

社
R5.2.15

98.2%5,040,000 5,544,000 4,950,000 5,445,000 マコト医科精機㈱ R5.3.15193
北杜市立塩川病院超音波洗浄装置購入

シャープマニファクチャリングシステム(株)社製
ジェットウォッシャー超音波洗浄装置（MU-7100）　N=1台

物品 北杜市立塩川病院

実績 指名 塩川病院192
北杜市立塩川病院ベッドサイドモニタ購入

日本光電工業(株)社製ベッドサイドモニタ（BSM-3562-Q21）　N=1台 物品 北杜市立塩川病院

実績 指名 塩川病院

97.3%4,314,000 4,745,400 4,198,000 4,617,800 ㈲平穂医科器械 R5.2.28

78.2%4,080,000 4,488,000 3,190,000 3,509,000 和泉産業㈱ R5.2.28191
北杜市立塩川病院厨房機器購入

低輻射ガス自動炊飯器　N=1台
ガラス扉冷蔵庫　N=1台
コールドテーブル　N=1台
業務用電子レンジ　N=1台
プレハブ冷蔵庫用ユニット　1式

物品 北杜市立塩川病院

実績 指名 消防防災課190

消防施設整備事業（単独）
消防用ホース購入

消防用ホース（65㎜×20m）　N=66本
消火栓用ホース（50㎜×20m）　N=4本
消火栓用ホース（65㎜×20m）　N=14本

物品 北杜市内

実績 指名 塩川病院

94.7%2,300,000 2,530,000 2,177,000 2,394,700 ㈱東ポン商会 R5.2.28

83.0%1,900,000 2,090,000 1,577,000 1,734,700
㈱佐野建築研究
所　甲府事務所

R5.2.28189
北杜市立塩川病院手術室系統空調設備更新工事設計業務委託

手術室系統空調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
上下水道施

設課
188

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　武川第4-1工区 配水管布設替設計業務　L=920m 委託 武川町三吹地内

実績 指名 塩川病院

94.5%5,050,000 5,555,000 4,770,000 5,247,000 ㈱サンクス R5.2.28


