
令和4年7月 入札会結果

※下記の決定価格には、消費税が含まれておりませんので、ご注意ください。

工事名・委託業務名 工事（業務）個所 請負業者名 決定価格 入札日

令和4年度　市単土地改良事
業　入笠湖地区　ため池堤体
内空洞調査委託業務

茅野市　金沢　入笠湖
長野県土地改良事
業団体連合会

1,800,000 7/1

令和4年度永明小中学校校舎
建設インフレスライドに関する
委託業務（建築主体工事）

茅野市　塚原
東畑・茅野市設計
事務所協会設計共
同企業体

930,000 7/4

令和4年度米沢地区送配水管
布設替工事第1工区

茅野市　米沢　鋳物師屋 （株）キタハラ 32,000,000 7/5

令和4年度米沢地区送配水管
布設替工事第3工区

茅野市　米沢　鋳物師屋  共進エネーブ（株） 30,590,000 7/5

令和4年度　交付金公共下水
道管渠更生工事第１工区

茅野市　宮川　茅野 （有）原田興業 7,977,000 7/5

令和4年度　小泉地区舗装復
旧工事

茅野市　玉川　小泉 （有）堀内興業 3,709,000 7/5

令和4年度諏訪南行政事務組
合　飛灰固化装置ポンプ交換
整備工事

茅野市　米沢 エコサービス（株） 2,650,000 7/5

令和４年度泉野小学校給食
室内装改修工事

茅野市　泉野 シールペイント（株） 3,280,000 7/5

令和４年度永明小中学校建
替え用仮設道路舗装補強工
事

茅野市　塚原
カネトモ・田村建設
特定建設工事共同
企業体

3,600,000 7/5

令和４年度糸萱地区配水管
布設工事

茅野市北山糸萱
（有）クサカベ設備
興業

8,500,000 7/5

令和４年度純単独公共下水
道県道改良付帯工事

茅野市　仲町 （株）司建設 1,418,182 7/6

令和４年度　白樺湖地区街な
み環境整備工事

茅野市　北山　白樺湖 泉建設（株） 61,350,000 7/7

令和４年度　市費　長峰地区
4-118号線舗装修繕工事

茅野市　宮川　長峰 （有）国美工業 11,949,000 7/7

令和4年度公園遊具点検委託
業務

茅野市内
（有）ワールドドリー
ム

1,000,000 7/7

令和４年度豊平小学校校内
放送設備更新工事

茅野市　豊平 （有）新村産業 3,500,000 7/7

令和4年度　市費　山田地区
4-2749号線舗装修繕工事

茅野市　玉川　山田 （有）原田興業 4,545,000 7/12

令和４年度湖東小学校校内
電話更新工事

茅野市　湖東
東日本電信電話
（株） 埼玉事業部
長野支店

2,060,000 7/12
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工事名・委託業務名 工事（業務）個所 請負業者名 決定価格 入札日

令和４年度　純単独公共下水
道布設替№２

茅野市　宮川　安国寺 泉建設（株） 960,000 7/12

令和4年度　写真等保存サー
バ入れ替え委託業務

茅野市役所
富士フイルムビジネス
イノベーションジャパ
ン（株） 長野支社

1,541,000 7/13

令和４年度茅野市運動公園
総合体育館高圧受変電設備
更新工事

茅野市　玉川 大央電設工業（株） 3,050,000 7/14

令和４年度　アクアランド茅野
高圧受変電設備更新工事

茅野市　ちの （有）三浦電工 2,400,000 7/14

令和4年度サンコーポラス旭ヶ
丘子育て世帯向け改修工事
実施設計委託業務

茅野市　金沢 守屋設計事務所 800,000 7/14

令和4年度　サンコーポラス
旭ヶ丘2号棟外壁屋上改修工
事

茅野市　金沢 （有）国美工業 47,500,000 7/14

令和3年9月5日発生　9月豪雨
災害復旧事業　農地災害復旧
付帯工事（繰越）

茅野市　宮川　高部 （有）土橋技建 3,256,000 7/20

令和4年度交付金公共下水道
管渠更生工事第2工区

茅野市宮川長峰 （株）高見土建 18,198,000 7/21

令和4年度　茅野市八ヶ岳総
合博物館高圧受変電設備更
新工事

茅野市豊平 南新電気工業（株） 5,400,000 7/21

令和４年度糸萱配水池電気
計装設備工事

茅野市　北山糸萱
（株）電管エンジニ
アリング 茅野営業
所

19,850,000 7/21

令和４年度玉川小学校照明Ｌ
ＥＤ化工事（繰越明許）

茅野市　玉川
日栄電気（株）　 茅
野営業所

27,800,000 7/21

令和３年度 交付金 横河橋補
修工事(繰越)

茅野市　米沢　埴原田 （株）東城組 27,127,000 7/21

令和４年度東部中学校暖房
機器改修工事

茅野市　玉川
（有）タケムラプロパ
ン

2,460,000 7/21

令和4年度　　交付金　白樺湖
地区街なみ環境整備給水管
布設工事

茅野市　北山　白樺湖 （有）木村設備 1,250,000 7/21

令和４年度茅野市運動公園
国際スケートセンター地下タン
ク内面コーティング工事

茅野市　玉川 （有）大信設備 1,850,000 7/21

令和4年度　交付金　道路附
属物個別施設計画策定委託
業務

茅野市　市内一円
（株）アンドー　 諏訪
営業所

3,480,000 7/21

令和４年度　茅野市公共交通
システム運用・保守委託業務

市指定地域
Ｖｉａ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｊａｐ
ａｎ（株）

4,290,000 7/21

令和4年度高齢者福祉セン
ター塩壺の湯空調設備設置
工事監理委託業務

茅野市　米沢
（株）坂本建築事務
所

700,000 7/22
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工事名・委託業務名 工事（業務）個所 請負業者名 決定価格 入札日

令和４年度スケートセンター冷
凍機5号エンジンオーバー
ホール業務

茅野市玉川
 長野日野自動車
（株） 諏訪営業所

4,233,020 7/22

令和４年度地籍調査委託業
務（玉川１１区・宮川１区）

茅野市玉川　宮川 （株）協同測量社 21,600,000 7/26

令和４年度　金鶏の湯源泉ポ
ンプユニット更新工事

茅野市　金沢 （有）大信設備 1,150,000 7/26

令和4年度　永明地区物件調
査再算定委託業務

茅野市　塚原 （株）協同測量社 4,520,000 7/26

令和4年度　市費　永明地区
物件調査再算定委託業務

茅野市　塚原 （株）協同測量社 1,980,000 7/26

令和4年度茅野市防災気象観
測機器更新業務

茅野市内一円 総合気象計画（株） 4,200,000 7/27

令和４年度 静香苑耐震診断
委託業務

茅野市　宮川
 （株）坂本建築事務
所

6,400,000 7/28

令和４年度　市費　須栗平地
区3-3183号線舗装修繕工事

茅野市　湖東　須栗平 （有）大朋建設 2,877,000 7/28

令和4年度　市費　上場沢地
区1級35号線擁壁補強工事

茅野市　豊平　上場沢 （有）土橋技建 2,367,000 7/28

令和４年度　市費　本町地区
1-405号線他道路改良工事

茅野市　本町 （有）弘進興業 2,996,000 7/28

令和４年度東部中学校高圧
受変電設備更新工事

茅野市　玉川
 平澤電気工事（株）
茅野営業所

2,600,000 7/28

令和４年度泉野小学校高圧
受変電設備更新工事

茅野市　泉野
平澤電気工事（株）
茅野営業所

3,700,000 7/28

令和４年度玉川小学校高圧
受変電設備更新工事

茅野市　玉川 不落 7/28

令和４年度豊平小学校高圧
受変電設備更新工事

茅野市　豊平 不落 7/28

令和４年度米沢小学校高圧
受変電設備更新工事

茅野市　米沢
日栄電気（株）　 茅
野営業所

2,250,000 7/28

令和4年度 諏訪南行政事務
組合ごみ及び灰クレーン年次
点検委託業務

茅野市　米沢 極東サービス（株） 598,000 7/29

令和4年度サンコーポラス旭ヶ
丘2号棟外壁屋上改修工事監
理委託業務

茅野市　金沢 守屋設計事務所 900,000 7/29
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