
低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 4,960,000

最低制限価格（消費税抜き） 3,979,000

予定価格 a 5,456,000

うち消費税 b 496,000
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業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和元年12月20日 まで

1
（株）大川建設

4,960,000         落札
北秋田市鷹巣字小沼24

2

概　　　要

1.管きょ工　55.0ｍ
2.マンホール工　2.0箇所
3.取付管及びます工　3.0箇所

場　　　所 北秋田市栄 字前綱地内ほか

種　　　別 一般土木工事Ｂ

入札結果調書
入札日時 令和元年10月23日 午前9時10分

名　　　称 下水鷹第17号 ます設置工事（鷹巣処理区その１０）



低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 2,020,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,222,000

うち消費税 b 202,000
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業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和元年12月26日 まで

1
（有）合川水道施設工業所

2,015,000         落札
北秋田市川井字才の神64-33

2

概　　　要

1.施工延長　Ｌ＝16ｍ
2.側溝工　グレーチング側溝（横断）300Ａ　Ｌ＝5ｍ
3.側溝工　Ｕ型側溝　ＵＳ2－Ｂ300－Ｈ300　Ｌ＝11ｍ
4.集水桝工　Ｂ600×600－Ｈ600　Ｎ＝4箇所　ほか

場　　　所 北秋田市福田 字福田地内

種　　　別 一般土木工事Ｃ

入札結果調書
入札日時 令和元年10月23日 午前9時10分

名　　　称 建道維第3号 排水維持工事（その他市道　福田街線ほか）



低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 33,230,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 36,553,000

うち消費税 b 3,323,000
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北秋田市脇神字平崎川戸沼12-7

3

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和2年3月19日 まで

1
秋田土建（株）

33,000,000        落札
北秋田市米内沢字倉ノ沢出口5-1

2
朝日建設（株）

33,100,000        

概　　　要

北秋田市森吉野球場敷地内工作物等解体
1.照明鉄塔　6基
2.屋外キュービクル（170ｋＶＡ）　1基
3.バックスクリーンスコアーボード　Ｓ造　Ｈ＝9.6ｍ　ほか

場　　　所 北秋田市米内沢 字七曲地内

種　　　別 解体工事Ａ

入札結果調書
入札日時 令和元年10月23日 午前9時10分

名　　　称 ス振工第10号 森吉野球場照明鉄塔等撤去工事



低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 2,020,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,222,000

うち消費税 b 202,000
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戸田鉄工（株）

辞退
大館市餌釣字前田45

大館市釈迦内字稲荷山下19-1

8 秋田工営（株） 辞退
大館市花岡町字前田123-1

北秋田市大町2-8

6
日通プロパン鷹巣販売（有）

1,986,000         

5
大館桂工業（株）北秋田営業所

1,980,000         

北秋田市綴子字中堤82-2

7
東光鉄工（株）

2,000,000         

4
熊谷施設工業（株）

1,980,000         
大館市水門町4-2

大館市中道2-2-35

3
羽後電設工業（株）大館営業所

1,950,000         
大館市有浦2-2-11

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和2年2月28日 まで

1
三光テクノ（株）大館営業所

1,930,000         落札
大館市御成町4-2-6

2
（株）巽工業所

1,950,000         

概　　　要

1.スクリュー型水中汚水汚物ポンプ　1基

場　　　所 北秋田市本城 字館ノ下地内

種　　　別 機械器具設置工事

入札結果調書
入札日時 令和元年10月24日 午前10時

名　　　称 施管工第5号 米内沢処理区館ノ下マンホールポンプ（No.2）更新工事



低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 2,760,000

最低制限価格（消費税抜き） 2,249,000

予定価格 a 3,036,000

うち消費税 b 276,000
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8 秋田工営（株） 辞退
大館市花岡町字前田123-1
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9
戸田鉄工（株）

辞退
大館市餌釣字前田45

北秋田市綴子字中堤82-2

6
大館桂工業（株）北秋田営業所

2,700,000         

5
日通プロパン鷹巣販売（有）

2,700,000         

北秋田市大町2-8

7
熊谷施設工業（株）

2,720,000         
大館市水門町4-2

4
羽後電設工業（株）大館営業所

2,700,000         
大館市有浦2-2-11

2
（株）巽工業所

2,670,000         
大館市中道2-2-35

3
東光鉄工（株）

2,700,000         
大館市釈迦内字稲荷山下19-1

北秋田市米内沢 字薬師下地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和2年2月28日 まで

1
三光テクノ（株）大館営業所

2,640,000         落札
大館市御成町4-2-6

種　　　別 機械器具設置工事

概　　　要

1.スクリュー型水中汚水汚物ポンプ　1基

入札結果調書
入札日時 令和元年10月24日 午前10時

名　　　称 施管工第6号 米内沢処理区裏町マンホールポンプ（No.2）更新工事

場　　　所


