
概　　　要

1.アスファルト舗装工事　Ａ＝772.0ｍ2
2.縁石工事　150×200　Ｌ＝20.6ｍ、掘削・残土処分
3.菜園スペース土間　鋤取り　Ｈ＝200　Ｖ＝25.7ｍ3、砕石敷き　Ｈ＝200　Ｖ＝25.7ｍ3

場　　　所 北秋田市鷹巣字平崎上岱 13-146、13-187、13-193地内

種　　　別 ほ装工事Ｂ

4.地先境界　縁石工事　120×120　Ｌ＝12.4ｍ、掘削・残土処分　ほか

入札結果調書
入札日時 令和元年7月23日 午前9時10分

名　　　称 都住建工第7号 南鷹巣団地第4期外構工事

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9月27日 まで

1
ほくよう建設（株）

5,200,000         落札
北秋田市綴子字田中表127

5,220,000         

3
朝日建設（株）

5,240,000         

北秋田市坊沢字胡桃館15-1
2

（株）津谷組

4

北秋田市脇神字平崎川戸沼12-7

6

5

7

11

8

10

9

12

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 5,270,000

最低制限価格（消費税抜き） 4,425,000

予定価格 a 5,691,600

うち消費税 b 421,600

15

14

13



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 3,234,000

最低制限価格（消費税抜き） 2,774,000

予定価格 a 3,557,400

うち消費税 b 323,400

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

北秋田市綴子字小糠沢45-2

3
（有）碇谷建築

3,216,000         
北秋田市栄字中岱191-1

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10月15日 まで

1
（有）アート住備

3,029,000         落札
北秋田市坊沢字深関沢25-6

2
（有）堀内工務店

3,180,000         

概　　　要

1.内装材解体、撤去、処分　Ｎ＝1式
2.壁パイン材張替（ｔ＝15ｍｍ）　Ａ＝20.3ｍ2
3.天井ミネラートン張替（ｔ＝12ｍｍ）　Ａ＝6.2ｍ2
4.ベンチ加工・組立（仕上共）　Ｎ＝2台　ほか

場　　　所 北秋田市鷹巣字東中岱 地内

種　　　別 建築一式工事Ｃ

入札結果調書
入札日時 令和元年7月23日 午前9時10分

名　　　称 ス振工第7号 北秋田市民プール採暖室改修工事



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 3,050,000

最低制限価格（消費税抜き） 2,543,000

予定価格 a 3,355,000

うち消費税 b 305,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

北秋田市綴子字小糠沢45-2

3
（有）アート住備

3,029,000         
北秋田市坊沢字深関沢25-6

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10月31日 まで

1
（有）碇谷建築

3,011,000         落札
北秋田市栄字中岱191-1

2
（有）堀内工務店

3,020,000         

概　　　要

1.鋼製建具工事　Ｎ＝2組
2.ガラス工事　Ｎ＝2枚
3.ＬＥＤ照明器具Ａ設置　Ｎ＝11台
4.ＬＥＤ照明器具Ｂ設置　Ｎ＝2台　ほか

場　　　所 北秋田市脇神字石の巻岱 地内

種　　　別 建築一式工事Ｃ

入札結果調書
入札日時 令和元年7月23日 午前9時10分

名　　　称 都公工第6号 中央公園芝生広場水洗トイレ改修工事



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 2,344,000

最低制限価格（消費税抜き） 1,948,000

予定価格 a 2,531,520

うち消費税 b 187,520

15

14

13

12

11

8

10

9

6                       

5                       

7

4                       

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 令和元年9月20日 まで

1
菊地工務店

2,342,000         落札
北秋田市阿仁小渕字小渕24

2                       

概　　　要

1.通用口ポーチ増築工事（増築部分建築面積　8.41ｍ2）
2.正面玄関、南側一部破風・屋根改修工事（89.70ｍ）

場　　　所 北秋田市阿仁水無字大町146番地1 

種　　　別 建築一式工事Ｃ

入札結果調書
入札日時 令和元年7月23日 午前9時10分

名　　　称 北秋阿公第1号 阿仁公民館通用口等改修工事



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 4,524,000

最低制限価格（消費税抜き） 3,986,000

予定価格 a 4,885,920

うち消費税 b 361,920

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4                       

北秋田市綴子字小糠沢45-2

3
（有）碇谷建築

4,518,000         
北秋田市栄字中岱191-1

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9月26日 まで

1
（有）アート住備

4,479,000         落札
北秋田市坊沢字深関沢25-6

2
（有）堀内工務店

4,500,000         

概　　　要

北秋田消防団第一分団　器具置場新築工事
1.構造　木造平屋建
2.建築面積　34.78ｍ2

場　　　所 北秋田市宮前町5番地の内 

種　　　別 建築一式工事Ｃ

入札結果調書
入札日時 令和元年7月23日 午前9時10分

名　　　称 消施第5号 消防団器具置場新築工事



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 11,770,000

最低制限価格（消費税抜き） 9,840,000

予定価格 a 12,711,600

うち消費税 b 941,600

15

14

13

12

11

8

10

9

6                       

5                       

7

4
（株）柴田水道施設

11,670,000        
北秋田市綴子字佐戸岱77-3

北秋田市松葉町12-19

3
（有）中嶋施設工業

11,650,000        
北秋田市脇神字中金堀145-2

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9月27日 まで

1
日通プロパン鷹巣販売（有）

11,500,000        落札
北秋田市綴子字中堤82-2

2
（有）和田設備工業

11,600,000        

概　　　要

1.内装改修、及び洋式化
・教室棟トイレ　男子2基（内移設2基）、女子4基（内移設2基）
・管理棟トイレ　男子1基（内移設1基）、女子3基（内移設1基）

場　　　所 北秋田市綴子字街道下59 地内

種　　　別 給排水暖冷房衛生設備工事Ａ

入札結果調書
入札日時 令和元年7月23日 午前9時10分

名　　　称 教小第7号 綴子小学校トイレ改修工事



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 4,785,000

最低制限価格（消費税抜き） 4,135,000

予定価格 a 5,167,800

うち消費税 b 382,800

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4
（有）中嶋施設工業

4,748,000         
北秋田市脇神字中金堀145-2

北秋田市綴子字中堤82-2

3
（株）柴田水道施設

4,735,000         
北秋田市綴子字佐戸岱77-3

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 令和元年9月24日 まで

1
（有）和田設備工業

4,728,000         落札
北秋田市松葉町12-19

2
日通プロパン鷹巣販売（有）

4,732,000         

概　　　要

1.居室エアコン（12台）取替　一式
2.既設機器の撤去及び処分　一式

場　　　所 北秋田市脇神字南陣場岱20番地 （サポートハウスたかのす北３番館及び南１番館）

種　　　別 給排水暖冷房衛生設備工事Ａ

入札結果調書
入札日時 令和元年7月23日 午前9時10分

名　　　称 高福工第2号 サポートハウスたかのす居室エアコン取替工事



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 4,783,000

最低制限価格（消費税抜き） 3,986,000

予定価格 a 5,165,640

うち消費税 b 382,640

15

14

13

12

11

10

9

8

6                       

5                       

7

4
（株）中嶋建築板金

4,720,000         
北秋田市綴子字古関93-10

北秋田市花園町5-3

3
（有）長崎板金工業

4,697,000         
北秋田市脇神字平崎川戸沼18-2

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9月30日 まで

1
（株）ファインルーフ

4,629,000         落札
北秋田市綴子字一本柳92

2
（有）相馬板金工業所

4,640,000         

1.屋根改修　409.7ｍ2

場　　　所 綴子公民館 （北秋田市綴子字掛泥道上151-1）

種　　　別 屋根工事

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和元年7月24日 午前10時

名　　　称 綴公工第1号 綴子公民館屋根改修工事



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 6,538,000

最低制限価格（消費税抜き） 5,778,000

予定価格 a 7,061,040

うち消費税 b 523,040

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5                       

7

4
（株）ファインルーフ

6,515,000         
北秋田市綴子字一本柳92

北秋田市花園町5-3

3
（有）長崎板金工業

6,495,000         
北秋田市脇神字平崎川戸沼18-2

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9月26日 まで

1
（株）中嶋建築板金

6,466,000         落札
北秋田市綴子字古関93-10

2
（有）相馬板金工業所

6,484,000         

概　　　要

1.外部足場、安全手摺等　仮設工事
2.折板カバー工法による屋根改修（全面）　281.0ｍ2
3.外壁材張替え工事（部分）　156.0ｍ2
4.外部シーリング等工事　ほか

場　　　所 北秋田市阿仁比立内 地内

種　　　別 屋根工事

入札結果調書
入札日時 令和元年7月24日 午前10時

名　　　称 建管維工第2号 比立内オペレーションセンター屋根外壁改修工事


