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品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　　考

トイレットペーパー １００個
単価契約　　　2,380
　　　　　　　　　2,180

シングル（114ｍｍ×65m）
　　　　　　　　　　　１００個

見積り 5月22日 各施設

官 公 需 特 定 品 目 落 札 結 果
発注機関名　　　千曲市

名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備　考

平成１８年度千曲市観光利用推進事業観
光宣伝業務委託

一式 1,044,750 観光宣伝業務の委託 プロポーザル方式 平成18年7月7日 商工観光課 平成１８年３月３１日まで

平成１８年度千曲市生ゴミ堆肥化施設整
備事業PFI導入可能性調査業務委託

一式 2,992,500 PFI導入可能性調査業務委託 プロポーザル方式 平成18年6月26日 環境課 平成18年11月30日

平成１８年度高齢者地域支援事業「運動
器機能向上訓練事業」委託

一式 一人1,050（送迎費別）
特定高齢者の運動機能向上
訓練事業の委託

プロポーザル方式 平成18年7月21日 地域包括支援センター 平成１８年３月３１日まで

役務の落札に関連する情報
発注機関名　　　千曲市

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名  　　長野県

長野県の公共工事に係わる落札情報つきましてはホームページをご覧下さい。
長野県電子入札システムスタートページ

http://www.pref.nagano.jp/doboku/kanri/gikan/system/cals/calseb/cals-ebsys.htm

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　長野市

工事、工事に係わる測量等及びその他の業務委託の落札情報は契約課ホームページで公開しております。
http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/keiyaku/



 

- 10 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※数量、規格仕様等は問合せください。

品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　考

作業服（上着）・作業ズボン 85,428 財政課 見積合わせ 4月12日 水道課指定場所 4月28日
介護職員作業服 155,750 財政課 見積合わせ 6月6日 寿和寮 6月23日
作業着、作業ズボン（夏用） 42,870 財政課 見積合わせ 6月7日 水道課 6月16日
調理員白衣 44,160 財政課 見積合わせ 6月9日 こども家庭支援課 6月23日
土俵用シート 150,000 財政課 随意契約 7月10日 茅野市運動公園相撲場 7月21日
会議用座卓 81,000 財政課 見積合わせ 7月6日 横内保育園 7月14日
折りたたみテーブル 94,500 財政課 見積合わせ 7月25日 ちの地区コミュニティセンタ 7月31日
樹脂ベンチ（背なし） 192,000 財政課 見積合わせ 8月4日 運動公園テニスコート 8月11日
広報ちの及び茅野市公民館報印刷製本 8,538,088 財政課 指名競争入札 4月24日 茅野市役所議会棟和室外 年24回発行
ギヤオイル 126,000 財政課 見積合わせ 4月20日 白樺湖浄化センター 5月12日
牛乳保冷庫 1,200,000 財政課 指名競争入札 6月14日 永明中学校 8月10日
ガス回転釜 348,000 財政課 見積合わせ 8月1日 玉川小学校 8月21日
ガスコンベクションオーブン 1,480,000 財政課 指名競争入札 8月3日 米沢及び泉野小学校 8月20日
ガス回転釜 365,000 財政課 見積合わせ 8月4日 北部中学校 8月31日

境界用プラ杭 526,575 主管課随契 4月12日 建設課倉庫 随時

官 公 需 特 定 品 目 落 札 結 果
発注機関名　　　茅野市

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　考

平成１８年度千曲市立更埴西中学校　改
築事業　第１期　機械設備工事

指名競争 平成18年5月26日 118,083,000 116,760,000 JV

平成１８年度千曲市立五加小学校　大規
模改造工事（特別教室棟　機械設備）

指名競争 平成18年5月26日 44,520,000 43,890,000 JV

平成１８年度千曲市立戸倉小学校　大規
模改造工事（特別教室棟　機械設備）

指名競争 平成18年5月26日 37,243,500 36,750,000 JV

平成１８年度千曲市立更埴西中学校　改
築事業　第１期　電気設備工事

指名競争 平成18年5月26日 919,917,000 89,250,000 JV

平成１８年度千曲市立五加小学校　大規
模改造工事（特別教室棟　電気設備）

指名競争 平成18年5月26日 213,045,000 202,125,000 JV

平成１８年度千曲市立戸倉小学校　大規
模改造工事（特別教室棟　電気設備）

指名競争 平成18年5月26日 21,189,000 20,065,500 JV

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　　千曲市
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※数量、規格仕様等は問合せください。

品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　考
証明書発行用電動契印機 214,500 財政課 見積合わせ 4月1日 市民課 4月5日
麻しん・風しん混合ワクチン 5,960 財政課 見積合わせ 4月1日 市内指定医療機関 4月中随時
デジタルカメラ・レンズ等 112,216 財政課 見積合わせ 4月1日 企画課 4月7日
ヘイシンモーノポンプ 259,000 財政課 見積合わせ 4月19日 白樺湖浄化センター 4月28日
ポータブルサンプラー等 766,500 財政課 見積合わせ 4月13日 白樺湖浄化センター 5月31日
無煙灯油窯 425,250 財政課 見積合わせ 4月20日 青少年自然の森 4月26日
ライトクリスタル（2品目） 957,600 財政課 指名競争入札 4月26日 白樺湖浄化センター 随時
小型動力ポンプ（トーハツ） 1,365,000 財政課 指名競争入札 4月21日 茅野消防署 5月16日
小型動力ポンプ（シバウラ） 1,382,850 財政課 指名競争入札 4月21日 茅野消防署 5月16日
小型動力ポンプ付積載車（トーハツ） 4,227,540 財政課 指名競争入札 4月21日 茅野消防署 7月4日
小型動力ポンプ付積載車（シバウラ） 4,251,123 財政課 指名競争入札 4月21日 茅野消防署 7月4日
マンホール鉄蓋 1,455,300 財政課 指名競争入札 4月26日 下水道課倉庫 随時
消石灰 4,505,760 財政課 指名競争入札 4月26日 諏訪南清掃センター 随時
金属シオリ 81,900 主管課随契 4月3日 工業労政課 4月5日
ＮＥＣノートパソコン 141,750 財政課 見積合わせ 4月24日 社会福祉協議会 5月10日
水道用次亜塩素酸ナトリウム 3,402,000 財政課 指名競争入札 4月26日 水道課指定場所 随時
消石灰 1,801,275 財政課 指名競争入札 4月26日 横内送水場水質改善施設 随時
ＢＣＧワクチン 309,225 財政課 見積合わせ 4月26日 健康管理センター 随時
マンホール鉄蓋等 589,500 財政課 随意契約 4月14日 白樺湖浄化センター 5月31日
液体キレート剤 9,490,950 財政課 指名競争入札 4月26日 諏訪南清掃センター 随時
特殊反応助剤+活性炭 185,000 財政課 指名競争入札 4月25日 諏訪南清掃センター 随時
舗装補修材（コールミック） 694,575 財政課 見積合わせ 4月27日 建設課倉庫 随時
舗装補修材（パーマパッチ） 1,396,500 財政課 指名競争入札 4月26日 市役所倉庫 随時
三種混合、二種混合ワクチン 3,556,287 財政課 指名競争入札 4月26日 健康管理センター 随時
麻しん・風しん混合ワクチン 4,380,600 財政課 指名競争入札 4月26日 健康管理センター外 随時
割引ライター 73,500 財政課 随意契約 4月21日 都市計画課 5月2日
次亜塩素酸ナトリウム溶液 541,800 財政課 見積合わせ 4月20日 白樺湖浄化センター 随時
汚泥脱水用高分子凝集剤 278,460 財政課 見積合わせ 4月21日 白樺湖浄化センター 5月12日
汚泥処理用起泡助剤 59,850 財政課 見積合わせ 4月18日 白樺湖浄化センター 5月12日
コピー用紙 2,614,500 財政課 指名競争入札 4月27日 市役所倉庫 随時
トナーカートリッジ 4,588,500 財政課 指名競争入札 4月27日 市役所発注各課 随時

物品（特定品目を除く）の落札に関連する情報
発注機関名　　　茅野市
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品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　考
庁用車輌タイヤ 1,111,425 財政課 指名競争入札 4月27日 車輌持込 随時
骨材料 6,006,000 財政課 指名競争入札 4月27日 茅野市内指定場所 随時
アベイト水和剤 224,000 財政課 随意契約 5月10日 各観光協会指定場所 5月10日
リソグラグインク・マスター 82,950 主管課随契 4月14日 豊平小学校 4月28日
座敷ホーキ等 75,370 主管課随契 4月6日 豊平小学校 4月14日
プリメインアンプ 53,550 主管課随契 4月21日 東部中学校 4月28日
上部消化管汎用ビデオスコープ 2,300,000 財政課 指名競争入札 5月18日 リバーサイドクリニック 5月31日
ペーパータオル 2,045 財政課 見積合わせ 5月17日 小中学校及び保育園 随時
純渓流石鹸 3,800 財政課 見積合わせ 5月17日 小中学校及び保育園 随時
可燃ごみ袋 132,070 財政課 見積合わせ 5月17日 小中学校及び保育園 随時
ジアノック 138,600 財政課 見積合わせ 5月16日 指定保育園 5月26日
展示ケース 6,804,000 財政課 指名競争入札 4月27日 尖石縄文考古館 5月23日
アルタン７８ 66,340 財政課 見積合わせ 5月16日 指定保育園 5月26日
隔測及び中心温度計 37,054 財政課 見積合わせ 5月18日 指定保育園 5月26日
飛灰固化装置薬品供給ポンプ用部品 86,000 主管課随契 5月10日 諏訪南清掃センター 5月26日
飛灰固化装置加湿供給ポンプ用部品 279,000 主管課随契 5月10日 諏訪南清掃センター 5月26日
沐浴ベビー・妊婦体験ジャケット 347,000 財政課 見積合わせ 5月19日 健康管理センター 5月19日
ＩＴＰＡ言語学習能力診断検査用具外 90,000 財政課 随意契約 5月16日 やまびこ園 5月31日
量水器 18,417,800 財政課 指名競争入札 5月18日 御作田ストックヤード 6月16日
プールフロアー 1,415,800 財政課 指名競争入札 5月18日 アクアランド茅野 6月1日
ワイヤーロープ 92,000 財政課 見積合わせ 5月17日 諏訪南清掃センター 5月22日
排ガス分析用分析ガス 91,600 財政課 随意契約 5月19日 諏訪南清掃センター 7月28日
国保税課税台帳用バインダー 162,000 財政課 随意契約 5月17日 税務課 5月31日
ＤＶＣＡＭレコーダー 237,500 財政課 随意契約 5月18日 地域情報推進課 6月10日
プール水濾過用珪藻土 75,000 財政課 随意契約 5月18日 永明中学校 5月31日
地下駐車場駐車清算機用駐車券 336,000 財政課 随意契約 5月18日 茅野市営地下駐車場 5月30日
卓球フェンス及び運搬車 306,000 財政課 見積合わせ 5月19日 総合体育館 6月2日
塩素滅菌機（プロポン） 136,000 主管課随契 5月16日 横内送水場 5月18日
施設営繕材料 64,900 主管課随契 4月20日 宮川保育園 4月20日
プール用薬剤 2,358,650 財政課 指名競争入札 5月25日 指定小中学校 6月1日
クローラ式油圧ショベル 11,450,000 財政課 指名競争入札 5月25日 南諏衛生施設組合最終処分場 9月29日
リソグラフインク、マスター 74,000 主管課随契 4月24日 玉川小学校 4月28日
祈願纏、文鎮 228,995 主管課随契 5月12日 茅野消防署 5月23日
デジタルカメラ 128,000 財政課 見積合わせ 5月26日 永明小学校 6月8日
ＢＯＳＥプリント板 184,000 主管課随契 5月18日 諏訪南清掃センター 5月19日
¢４５型ピトーベンチュウリー外 393,000 主管課随契 5月18日 諏訪南清掃センター 6月30日
標本箱 183,300 財政課 随意契約 5月26日 八ヶ岳総合博物館 6月9日
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品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　考
シュレッダー 164,000 財政課 見積合わせ 5月30日 財政課 6月9日
ＣＤ－ＭＤポータブルシステム及びデジタルビデオカメラ 105,060 財政課 見積合わせ 5月30日 永明小学校 6月8日
アコーディオン 106,400 財政課 見積合わせ 5月30日 米沢・泉野小学校 6月8日
議場職名板 60,000 主管課随契 5月23日 議会事務局 5月31日
製氷機 183,000 財政課 見積合わせ 6月5日 ふれあいの里 6月16日
バリアフリースケール 290,000 財政課 見積合わせ 6月5日 ふれあいの里 6月16日
ハンディターミナル用検針お知らせ票 170,000 主管課随契 5月30日 水道課 6月1日
ハナテマリ等花の苗 121,600 主管課随契 6月1日 晴ヶ峰峠の茶屋公衆トイレ前 6月5日
ノズルキャップ 498,000 主管課随契 6月5日 諏訪南清掃センター 6月26日
ライトバン 1,200,000 財政課 指名競争入札 6月14日 諏訪南清掃センター 7月14日
トヨタ　スパシオ 1,836,310 財政課 指名競争入札 6月14日 リバーサイドクリニック 7月14日
ユニパック 113,521 財政課 見積合わせ 6月13日 指定保育園 6月30日
３ＷＡＹマルチライト 91,060 財政課 見積合わせ 6月16日 建設課 7月3日
水道会計システム用トナーカートリッジ 41,200 財政課 見積合わせ 6月15日 水道課 6月20日
ヒノキ輪切 50,000 主管課随契 5月17日 玉川上原山「森林づく りの集い」会場 5月20日
コハウチワカエデ、ミツバツツジ、竹串 110,200 主管課随契 5月17日 玉川上原山「森林づく りの集い」会場 5月20日
陸上競技場第３種公認更新用備品 390,700 財政課 見積合わせ 6月16日 陸上競技場 6月28日
恒温器（インキュベーター） 610,000 財政課 見積合わせ 6月16日 白樺湖浄化センター 7月7日
リソグラフＧＲインク 120,000 主管課随契 6月9日 こども家庭支援課 6月12日
茅野駅西口花壇植栽用花の苗等 295,239 主管課随契 6月12日 茅野駅西口花壇 6月16日
飾り皿（レプリカ） 55,800 財政課 随意契約 6月13日 茅野消防署 6月22日
バッティングセンター用ボール 3,000 財政課 見積合わせ 6月20日 茅野バッティングセンター 随時
チャンバー 498,000 主管課随契 6月13日 諏訪南清掃センター 6月30日
カルテフォルダー 314,000 財政課 見積合わせ 6月21日 リバーサイドクリニック 7月7日
診察券 185,000 財政課 随意契約 6月16日 リバーサイドクリニック 7月7日
高圧ホース（特注製作品） 98,400 財政課 見積合わせ 6月21日 諏訪南清掃センター 6月30日
期日前投票所入口看板 338,000 財政課 見積合わせ 6月23日 選監事務局 7月10日
水切ペール 178,200 財政課 見積合わせ 6月22日 生活環境課 6月30日
家屋評価済証 50,700 財政課 見積合わせ 6月26日 税務課 7月31日
プール用コースロープ 190,240 財政課 見積合わせ 6月27日 永明小学校 7月10日
お茶 468,000 主管課随契 6月20日 選監事務局 6月30日
防災行政無線機（移動系携帯） 140,600 財政課 見積合わせ 6月30日 防災対策課 8月21日
屋内消火栓用ホース 550,000 財政課 見積合わせ 7月4日 指定小中学校 7月24日
トランペット 128,000 財政課 見積合わせ 6月30日 北部中学校 7月7日
パックテスト 132,850 財政課 見積合わせ 7月5日 生活環境課 7月20日
橋の架替用資材（唐松角材） 544,000 主管課随契 6月20日 八ヶ岳山荘の上の橋 6月23日
灰ダンプ（７ｔ）用夏タイヤ 171,000 財政課 見積合わせ 7月21日 諏訪南清掃センター 7月21日
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品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　考
ポケットマスク 75,400 財政課 見積合わせ 7月7日 学校教育課 7月14日
クラッチ外再利用水積算流量計交換部品 143,000 主管課随契 6月30日 諏訪南清掃センター 7月21日
リソグラフＲＥインク、マスター 232,500 主管課随契 6月28日 長峰中学校 7月3日
鍼灸治療器（オームパルサー） 100,700 財政課 見積合わせ 7月21日 リバーサイドクリニック 7月31日
啓発用パンフレット３種類 612,600 財政課 随意契約 7月7日 保健課 7月14日
原動機付自転車及び小型特殊自動車標識 98,000 財政課 随意契約 7月10日 税務課 8月10日
スタンドスクリーン 51,000 財政課 見積合わせ 7月12日 茅野市公民館 7月28日
学校備品（プロジェクター） 127,500 財政課 見積合わせ 8月2日 長峰中学校 8月18日
銀杯セット（三ツ組） 489,500 財政課 随意契約 7月14日 庶務課 7月25日
掛時計 193,666 財政課 見積合わせ 7月14日 庶務課 7月25日
消防ポンプ自動車 16,168,060 財政課 指名競争入札 8月3日 茅野消防署 12月18日
汚泥脱水設備ろ布洗浄剤 80,000 財政課 随意契約 7月21日 白樺湖浄化センター 8月4日
プール 410,000 財政課 見積合わせ 7月24日 泉野及び中大塩保育園 8月11日
血糖測定器 189,000 財政課 見積合わせ 7月25日 リバーサイドクリニック 7月31日
動力噴霧器 126,400 主管課随契 7月14日 シルバー人材センター倉庫 7月18日
物置 302,420 財政課 見積合わせ 7月27日 米沢及び豊平保育園 8月21日
すべり台 570,000 財政課 見積合わせ 7月27日 豊平保育園 8月18日
デジタルコードレスホン 65,000 財政課 見積合わせ 8月3日 あすなろセンター 8月10日
改ざん防止用紙及び本籍通知 270,000 主管課随契 7月25日 市民課 8月4日
水成膜泡消火薬剤 63,000 財政課 見積合わせ 8月11日 茅野消防署 8月18日
バケットコーナータイヤ 120,000 財政課 見積合わせ 8月8日 諏訪南清掃センター 8月21日

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名  駒ヶ根市

               　駒ヶ根市ホームページの「市民生活情報コーナー」の欄の「入札参加申請・入札情報」に、建設工事等の発注情報及び入札結果については
             　　掲載しておりますので、参照くださるようお願いします。

名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備　　　考

役務、工事の落札に関連する情報
発注機関名　茅野市

茅野市ホームページへ掲載　　http://www.city.chino.nagano.jp/
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工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　軽井沢町

予定価格が２５０万円を超える建設工事の落札情報について財政課窓口及軽井沢町ホームページで公表しています。
予定価格が２５０万円を超える建設工事の発注情報については、年３回４月１日、１０月１日、１月１日に落札情報と同様の方法で公表しています。

品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　考

多機能心電計
無散瞳眼底カメラ 各１台 3,885,000円

フクダ電子㈱FCP-7411
キャノンCR-DGI 指名競争入札 平成18年6月19日

波田町保健福祉ｾ
ﾝﾀｰ 平成18年6月30日

バルーン投光機 2台 1,360,800円 ヤマハYL-B1i 随意契約 平成18年7月18日 波田町役場 平成18年7月29日 6者見積

物品（特定品目を除く）の落札に関連する情報
発注機関名　　　波田町

名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備　　　考

有線放送電話機等回収委託業務 指名競争入札 13,337,257円 有線電話機等撤去・処分 指名競争入札 平成18年5月25日 波田町情報文化センター 平成18年11月30日

役務の落札に関連する情報
発注機関名　　　波田町

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　立科町

立科町のホームページで公表しています。
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品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　　考

給食用食器 ５種　計５１６０枚 4,615,842 ボール（大・小）等５種類 指名競争入札 2006.06.28 町内小中学校 65

官 公 需 特 定 品 目 落 札 結 果
発注機関名　　  富士見町

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考

下原霊園造成工事 指名競争入札 平成18年5月10日 26,502,000円 26,250,000円
小中学校防犯監視システム設置工事 指名競争入札 平成18年5月10日 3,869,250円 3,255,000円
保健福祉センター会議室（検診室）改修工事 指名競争入札 平成18年5月24日 2,948,400円 2,835,000円
上波田地区街なみ環境整備事業公園整備 指名競争入札 平成18年6月1日 3,192,000円 3,150,000円
町道39号線道路舗装工事 指名競争入札 平成18年6月1日 3,195,360円 2,971,500円
波田中学校耐震補強等工事 指名競争入札 平成18年6月12日 54,993,750円 51,975,000円
町道1-5号線外道路舗装工事 指名競争入札 平成18年6月22日 5,565,000円 5,565,000円
男女沢第1浄水場ろ過池改修工事 指名競争入札 平成18年6月22日 11,991,000円 11,235,000円
町道414号線道路改良工事 指名競争入札 平成18年6月28日 2,625,000円 2,572,500円
補助林道開設工事 指名競争入札 平成18年7月10日 27,720,000円 27,300,000円
公共下水道管渠布設工事補対・単独１号 指名競争入札 平成18年8月11日 22,092,000円 22,050,000円
公共下水道管渠布設工事単独２号 指名競争入札 平成18年8月11日 19,771,500円 19,740,000円

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　波田町

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　木曽町

木曽町のホームページで公表しています。
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品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　考

張り出しステージ 5 1,278,900 指名競争入札 2006.06.28 南中学校 30
蘇生訓練用人形 1 1,606,500 指名競争入札 2006.05.24 富士見消防署 69
ガス式コンビオーブン 1 672,000 指名競争入札 2006.06.28 境保育園 34

物品（特定品目を除く）の落札に関連する情報
発注機関名  富士見町

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考
起債　富士見町下水道事業富士見（富士見）１８－１０１工区工事 指名競争入札 2006.05.24 2,205,000
小六送水管布設替工事 指名競争入札 2006.05.24 11,718,000
平成１８年度　乙事区配水管布設替工事　第１工区 指名競争入札 2006.05.24 4,095,000
町単　富原区内道路舗装工事 指名競争入札 2006.05.24 2,310,000
町単　富士見小学校プールろ過機改修工事 指名競争入札 2006.05.24 2,205,000
若宮浄水場場内フェンス設置工事 指名競争入札 2006.06.28 7,875,000
平成１８年度　富士見高原　八ヶ岳陸上競技場　走路新設工事 指名競争入札 2006.06.28 3,780,000
町単　広原地区町道３９８６号線横断溝改修工事 指名競争入札 2006.06.28 598,500
町単　本郷小学校　昇降口・教室棟屋根塗装工事 指名競争入札 2006.06.28 6,195,000
町単　道路区画線補修工事（１工区） 指名競争入札 2006.06.28 1,575,000
町単　道路区画線補修工事（２工区） 指名競争入札 2006.06.28 2,100,000
町単　道路区画線補修工事（３工区） 指名競争入札 2006.06.28 2,047,500
高圧造雪電力受電工事 指名競争入札 2006.06.28 1,890,000
下水道関連　Ｓ１８－１０１烏帽子区配水管布設替工事 指名競争入札 2006.06.28 7,035,000
カゴメ前配水管布設替工事 指名競争入札 2006.06.28 6,510,000
信濃境教員住宅　水洗化工事 指名競争入札 2006.06.28 4,672,500
富士見町内消火栓新設工事 指名競争入札 2006.06.28 735,000
町単　富里瀬沢線路面舗装補修工事 指名競争入札 2006.06.28 2,016,000
上水道二本木水源自家発電設備設置工事 指名競争入札 2006.06.28 16,275,000
起債　富士見町公共下水道事業境（烏帽子）１８－１０１工区工事 指名競争入札 2006.06.28 51975000

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　　富士見町
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名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備　　　考

平成１８年度地方特定道路臨時交付金事業 3,380,000 道路改良工事測量設計 指名競争 Ｈ18年6月22日
H18年６月22日
　　　　～　10月３１日

役務の落札に関連する情報
発注機関名     栄　村

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考

農地災害復旧事業
池の沢（２）地区工事

指名競争入札 平成18年5月30日 690,000 680,000 入札参加者数　4社

農地災害復旧事業
池の沢（１）地区工事

指名競争入札 平成18年5月30日 410,000 400,000 入札参加者数　4社

農地災害復旧事業
坪山（１）地区工事

指名競争入札 平成18年5月30日 930,000 920,000 入札参加者数　4社

村道豊郷87号線
舗装補修工事

指名競争入札 平成18年6月5日 4,840,000 4,840,000 入札参加者数　3社

野沢温泉中学校
アスベスト対策工事

指名競争入札 平成18年6月28日 14,500,000 14,300,000 入札参加者数　4社

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　　野沢温泉村

品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　考

除雪機械（ロータリー除雪車） 1 32,700,000 2.6ｍ級 指名競争入札 平成18年6月24日 野沢温泉村役場 11月20日

物品（特定品目を除く）の落札に関連する情報
発注機関名　　　野沢温泉村

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考
平成１８年度県境地域テレビ難視聴解消 指名競争 平成18年6月19日 19,439,000 19,118,095
平成１８年度絵手紙収蔵館建設事業 指名競争 平成18年7月10日 91,500,000 90,800,000

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名  　栄　村
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品　　　　目 数　　量 金　額・千円 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　　考

消防団用消防用品購入事業 － 1,522 消防団作業服ほか 指名競争入札 平成１８年４月 南箕輪村

官 公 需 特 定 品 目 落 札 結 果
発注機関名　　　南箕輪村

第一四半期

品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　　考

印刷（広報誌） 451,500
印刷（封筒他） 64,470
事務用品 25,947

官 公 需 特 定 品 目 落 札 結 果
発注機関名　　　喬木村

工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考

定住住宅造成工事（中原） 指名競争入札 4月20日 58,800,000
村民バス車庫新設工事 指名競争入札 4月21日 1,732,500
松くい虫伐倒工事（氏乗） 指名競争入札 5月1日 11,550,000
道路改良工事
村道５１号線（中原）

指名競争入札 5月31日 3,465,000

公共施設整備工事
（椋鳩十記念館・図書館他１箇所）

指名競争入札 5月31日 2,940,000

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　　喬木村



 

- 20 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名　　　　　称 数　　量 金　　額 具体的な役務の内容 入札方法 契約月日 納入場所 契約期間 備　　　考
村営バス運行管理業務委託 一式 565,000/月 運行業務 三路線 18.4.1～19.3.31
学校給食配送車運行管理業務委託 一式 185,000/月 運行業務 給食センター、学校 18.4.1～19.3.31
浄化センター維持管理業務委託 一式 12,600,000 維持管理 浄化センター 18.4.1～19.3.31
農業集落排水施設維持管理委託 一式 5,250,000 維持管理 伴野、河野処理施設 18.4.1～19.3.31
庁舎、保健センター機械保守点検 一式 861,000 保守点検 役場庁舎、保健センター 18.4.1～19.3.31
防災行政無線定期保守点検作業 一式 2,079,000 保守点検 同報無線親局他 18.4.1～19.3.31
住宅団地造成に伴う地質調査業務 一式 882,000 地質調査 中平地区 18.4.11～18.5.10
例規集データベース化業務 一式 1,869,000 更新、保守管理 豊丘村 18.4.1～19.3.31
空中散布農薬検査業務委託（補助分） 一式 201,600 環境検査 堂平他 18.4.20～18.10.30
空中散布農薬検査業務委託（村単分） 一式 857,850 環境検査 堂平他 18.4.20～18.10.30
松くい虫空中散布ヘリコプター運行委託 一式 981,750 空中散布 信濃幹線沿い 18.5.31～18.6.30
CATV施設整備基本仕様書作成業務委託 一式 840,000 仕様書作成 豊丘村 18.5.29～18.10.30
村単用地測量業務委託 一式 1,470,000 用地測量 北洞線他６路線 18.5.24～18.7.20

役務の落札に関連する情報
発注機関名　　豊丘村

品　　　　目 数　　量 金　　額 規格仕様等 入札方法 契約月日 納入場所 納入期間 備　　　　考
大学ノート 5冊 0.059 随意契約 少額により
プリンター等トナー 11本 35 村外納入業者のみ
印刷機マスター、インク 8箱 69 2ヶ入
ファイルボックス 80ヶ 18
マジック、蛍光ペン、ボールペン、
替芯 52本 0.5
付箋 3箱 0.7
ファイル、カットフォルダー 110袋 5.9
表紙紙 1〆 0.19
マチ付袋 1200枚 8.1
ダンボール 10ヶ 0.5
再生紙 7箱 1

官公需特定品目落札結果
発注機関名　　豊丘村
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工　　　事　　　名 入　札　方　法 入　　　札　　　日 予　定　価　格 落　札　価　格 備　　　考

南北保育所園庭門扉設置工事 1,260,000
村単道路舗装補修工事 3,300
村単道路舗装補修工事 3,000
村単道路舗装工事 5,000,000
村単道路舗装補修工事 7,000,000
村単道路舗装補修工事 26,000
松林健全化推進事業(本対策） 2,467,500
松林健全化推進事業(衛生伐） 14,805,000
松林健全化推進事業（伐倒、破砕） 2,467,500
プールろ過材取替工事 1,365,000
スパローター修繕工事 2,887,500
特環　林原下水道本管布設工事 3,885,000
村単道路修繕工事 315,000
村単道路修繕工事 840,000
村単排水路改修工事 777,000
村単道路修繕工事 2,625,000
村単道路修繕工事 840,000
村単道路修繕工事 819,000
村単道路修繕工事 1,386,000
村単道路修繕工事 798,000
村単道路修繕工事 262,500
村単排水路改修工事 1,522,500
村単道路修繕工事 2,100,000
地方道路交付金事業　道路改良工事 27,825,000
村単排水路改修工事 819,000
村単道路修繕工事 609,000
村単道路修繕工事 609,000
校内ラン整備事業 869,400

工事の落札結果等に関する情報
発注機関名　　　豊丘村


