
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 1,040,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,123,200

うち消費税 b 83,200
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2
日通プロパン鷹巣販売（有）

990,000                                                        
北秋田市綴子字中堤82-2

3                                                                   

北秋田市花園町19番1号 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 令和元年9月30日 まで

1
（有）旭燃料商会

950,000                                                        落札
北秋田市旭町10-19

種　　　別 物品（家庭用電気・機械器具類）

概　　　要

1.大型遠赤外線ヒーター 静岡製機ほかっとSE200　2台

入札結果調書
入札日時 令和元年7月24日 午前10時

名　　　称 総災備第3号 災害備蓄備品（大型遠赤外線ヒーター、

2.LPガス発電機　デンヨーGE-2200P2　2台
3.コードリール　日動工業NR-304D　30ｍ　2台
※大型遠赤外線ヒーターは機種指定、その他は同等品以上可（要事前協議）　ほか

場　　　所



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 3,540,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 3,823,200

うち消費税 b 283,200
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北秋田市綴子字田中下モ16

6                       

5
（資）平塚自動車商会

辞退                                             

7                       

4
幸和機械（株）鷹巣営業所

3,800,000                                                     
北秋田市綴子字作坂64-2

2
（有）丸栄建設

3,451,000                                                     
北秋田市綴子字菅の沢出口165-1

3
（株）フジモト

3,600,000                                                     
北秋田市坊沢字深関沢25-77

北秋田市建設課 各地区重機車庫

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
暁商工（株）

3,431,000                                                     落札
北秋田市綴子字糠沢上谷地416

種　　　別 物品（自動車用品類・修理）

概　　　要

1.除雪機械タイヤチェーン購入

入札結果調書
入札日時 令和元年7月24日 午前10時

名　　　称 建管消第2号 除雪機械タイヤチェーン

Ｎ＝23台（鷹巣4台、合川1台、森吉13台、阿仁5台）

場　　　所



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 14,600

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 15,768

うち消費税 b 1,168
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2
幸和機械（株）鷹巣営業所

18,500                                                          
北秋田市綴子字作坂64-2

3
（株）フジモト

20,000                                                          
北秋田市坊沢字深関沢25-77

北秋田市脇神字高村岱 （鷹巣重機車庫）ほか

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31日 まで

1
（有）丸徳建材店

14,500                                                          落札
北秋田市米代町2-29

種　　　別 物品（融雪・凍結防止剤）

概　　　要

　塩化ナトリウム　500㎏詰フレコン入　350袋（予定数量）

入札結果調書
入札日時 令和元年7月24日 午前10時

名　　　称 建管薬第1号 凍結抑制剤（塩化ﾅﾄﾘｳﾑ500㎏詰ﾌﾚｺﾝ入）

　※単価契約
【納入場所、数量内訳】
・鷹巣地区重機格納庫（脇神字高村岱）、90袋　ほか

場　　　所



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 850

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 918

うち消費税 b 68
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2
（株）フジモト

1,100                                                           
北秋田市坊沢字深関沢25-77

3
幸和機械（株）鷹巣営業所

1,150                                                           
北秋田市綴子字作坂64-2

北秋田市脇神字高村岱 （鷹巣重機車庫）ほか

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31日 まで

1
（有）丸徳建材店

800                                                              落札
北秋田市米代町2-29

種　　　別 物品（融雪・凍結防止剤）

概　　　要

　塩化ナトリウム　25㎏詰包装袋入　140袋（予定数量）

入札結果調書
入札日時 令和元年7月24日 午前10時

名　　　称 建管薬第2号 凍結抑制剤（塩化ﾅﾄﾘｳﾑ25㎏詰包装袋入）

　※単価契約
【納入場所、数量内訳】
・鷹巣地区重機格納庫（脇神字高村岱）、90袋　ほか

場　　　所



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 1,400

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,512

うち消費税 b 112
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2
（株）フジモト

1,400                                                           
北秋田市坊沢字深関沢25-77

3
（有）丸徳建材店

1,450                                                           
北秋田市米代町2-29

北秋田市阿仁水無字畑町東裏 （阿仁ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）ほか

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31日 まで

1
幸和機械（株）鷹巣営業所

1,340                                                           落札
北秋田市綴子字作坂64-2

種　　　別 物品（融雪・凍結防止剤）

概　　　要

　塩化カルシウム　25㎏詰包装袋入　1,160袋（予定数量）

入札結果調書
入札日時 令和元年7月24日 午前10時

名　　　称 建管薬第3号 凍結抑制剤（塩化ｶﾙｼｳﾑ25㎏詰包装袋入）

　※単価契約
【納入場所、数量内訳】
・消防森吉分署向車庫（米内沢字田の沢）、130袋　ほか

場　　　所



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 935,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,009,800

うち消費税 b 74,800
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大館市山館字八幡下150

6
幸和機械（株）鷹巣営業所

1,245,000         

5
山二環境機材（株）大館営業所

1,245,000                                                     

北秋田市綴子字作坂64-2

7
GENE-XUS（株）

辞退
大館市御成町3-5-17

4
（株）秋田デイックライト大館営業所

1,125,000                                                     
大館市片山町3-1-17

2
（有）北秋ライン工業

1,003,500                                                     
大館市餅田字向田119-4

3
（株）フジモト

1,100,000                                                     
北秋田市坊沢字深関沢25-77

北秋田市建設課 （鷹巣、合川、森吉、阿仁地区）

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
東光鉄工（株）産業事業部大館支店

914,000                                                        落札
大館市釈迦内字街道上13-8

種　　　別 物品（道路標識・消防保安用品類）

概　　　要

1.除雪スノーポール用丸竹　3.0m級（φ20mm）3,500本

入札結果調書
入札日時 令和元年7月24日 午前10時

名　　　称 建管消第1号 スノーポール用丸竹

2.除雪スノーポール用丸竹　4.0m級（φ30mm）2,500本
3.納入場所　鷹巣地区：鷹巣重機車庫、合川地区：合川重機車庫、
森吉地区：森吉ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ、阿仁地区：阿仁ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ　ほか

場　　　所



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 5,900,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 6,490,000

うち消費税 b 590,000
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4
（株）相場商店大館営業所

5,780,000                                                     
大館市大茂内字上瘤之木岱74-2

2
猿田興業（株）

5,700,000                                                     
秋田市山王6-10-9

3
（株）工藤米治商店

5,726,000                                                     
大館市常盤木町8-9

北秋田市鷹巣字北中家下85番地 （北秋田市消防本部）

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13日 まで

1
（株）能代消防センター

5,600,000                                                     落札
能代市能代町字中川原33-57

種　　　別 物品（道路標識・消防保安用品類）

概　　　要

1.形式　軽四輪駆動消防自動車（デッキバン）１台

入札結果調書
入札日時 令和元年7月24日 午前10時

名　　　称 消防団備第8号 小型動力ポンプ付軽四輪駆動消防自動車

2.条件　ハイルーフ、エアコン付、パワステ付、寒冷地仕様
3.変速機　5ＭＴ
4.駆動方式　4ＷＤ　ほか

場　　　所



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 1,030,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,112,400

うち消費税 b 82,400
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大館市釈迦内字上袋12-4

6                       

5
ミドリ安全秋田（株）大館営業所

972,000                                                        

7                       

4
猿田興業（株）

936,000                                                        
秋田市山王6-10-9

2
（株）相場商店大館営業所

885,000                                                        
大館市大茂内字上瘤之木岱74-2

3
（株）工藤米治商店

900,000                                                        
大館市常盤木町8-9

北秋田市鷹巣字北中家下85番地 （北秋田市消防本部）

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
（株）能代消防センター

870,000                                                        落札
能代市能代町字中川原33-57

種　　　別 物品（道路標識・消防保安用品類）

概　　　要

消防用ホース

入札結果調書
入札日時 令和元年7月24日 午前10時

名　　　称 消防団備第9号 消防用ホース

ＳＲＡ13　ＡＣＲ　65ｍｍ×20ｍｍ　1.3Ｍｐａ　30本
※同等品以上可（要事前協議）

場　　　所


