
種　　　別 物品「工業薬品」

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前11時

名　　　称 下水薬第1号 鷹巣浄化ｾﾝﾀｰ汚泥脱水機用高分子凝集剤

【予定数量】
1.高分子凝集剤(ﾍﾙｽﾌﾛｯｸ CE-4504又はﾃﾂﾌﾛｯｸ LK-1227B)
　10kg入り　3,800kg
・鷹巣浄化センター　ほか

場　　　所 北秋田市鷹巣字小沼19番地　地内（鷹巣浄化センター）

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3年3月31日 まで

1
新日本化成工業（株）

6,000                                                           落札
能代市河戸川字南西山18-6

2
（株）布袋屋薬局

6,600                                                           
大館市字大町93

3
秋田東北商事（株）

6,800                                                           
秋田市卸町4-8-9

4
第一物産（株）秋田支店

6,900                                                           
秋田市新屋鳥木町1-117

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 8,030

うち消費税 b 730

15

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 7,300

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 物品「工業薬品」

概　　　要

【予定数量】

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前11時

名　　　称 下水薬第2号 米内沢浄化ｾﾝﾀｰ汚泥脱水機用高分子凝集剤

1.高分子凝集剤(ﾍﾙｽﾌﾛｯｸ CE-985M又はﾃﾂﾌﾛｯｸ LK-1227M)
　10kg入り　1,600kg
・米内沢浄化センター　ほか

場　　　所 北秋田市米内沢字西川向65番地　地内(米内沢浄化センター）

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3年3月31日 まで

1
（株）布袋屋薬局

6,500                                                           落札
大館市字大町93

2
新日本化成工業（株）

7,000                                                           
能代市河戸川字南西山18-6

3
秋田東北商事（株）

7,000                                                           
秋田市卸町4-8-9

4
第一物産（株）秋田支店

7,100                                                           
秋田市新屋鳥木町1-117

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 8,030

うち消費税 b 730

15

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 7,300

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 物品「工業薬品」

概　　　要

【予定数量】

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前11時

名　　　称 下水薬第3号 合川浄化ｾﾝﾀｰ汚泥脱水機用高分子凝集剤

1.高分子凝集剤(ﾍﾙｽﾌﾛｯｸ CE-085M)
　10kg入り　700kg
・合川浄化センター　ほか

場　　　所 北秋田市川井字漣岱8番地　地内（合川浄化センター）

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3年3月31日 まで

1
新日本化成工業（株）

7,100                                                           落札
能代市河戸川字南西山18-6

2
秋田東北商事（株）

7,700                                                           
秋田市卸町4-8-9

3
第一物産（株）秋田支店

7,800                                                           
秋田市新屋鳥木町1-117

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 8,910

うち消費税 b 810

15

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 8,100

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 物品「工業薬品」

概　　　要

【予定数量】

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前11時

名　　　称 下水薬第5号 鷹巣浄化センター用液体苛性ソーダ

1.液体苛性ソーダ（25％）
　最小発注単位1,000kg　年間予定使用量36,000kg
・鷹巣浄化センター　ほか

場　　　所 北秋田市鷹巣字小沼19番地　地内（鷹巣浄化センター）

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3年3月31日 まで

1
（株）布袋屋薬局

39.80                                                           落札
大館市字大町93

2
東北化学薬品（株）大館営業所

40.80                                                           
大館市大田面113-1

3
秋田東北商事（株）

42.00                                                           
秋田市卸町4-8-9

4
第一物産（株）秋田支店

42.00                                                           
秋田市新屋鳥木町1-117

5
新日本化成工業（株）

45.00                                                           

大仙市大曲西根字仁応治500-2

7                       

能代市河戸川字南西山18-6

6
橋爪商事（株）大曲支店

辞退

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 55

うち消費税 b 5

15

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 50

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 物品「スポーツ用品類」

概　　　要

ＪＡＡＦ承認品

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前11時

名　　　称 ス振備第1号 円盤・ハンマー投用囲い（ハンマーケージ）

サイズ：（Ｗ）11.2×（Ｄ）10.2×（Ｈ）7.3ｍ
運送費　1式
組立設置費　1式　ほか

場　　　所 北秋田市坊沢字上野　地内（鷹巣陸上競技場）

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8月31日 まで

1
（有）タナカスポーツ

7,900,000                                                     落札
北秋田市住吉町8-27

2
（株）秋北文具

8,030,000                                                     
北秋田市住吉町4-26

3
（有）北秋協販

8,050,000                                                     
北秋田市東横町8-25

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 8,855,000

うち消費税 b 805,000

15

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 8,050,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 物品「スポーツ用品類」

概　　　要

ＪＡＡＦ承認品

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前11時

名　　　称 ス振備第2号 超音波風速計

サイズ：センサ部／（Ｗ）465×（Ｄ）533×（Ｈ）1252ｍｍ
操作盤／（Ｗ）242×（Ｄ）250×（Ｈ）95ｍｍ
重量：センサ部約15ｋｇ、操作盤／約4ｋｇ　ほか

場　　　所 北秋田市坊沢字上野　地内（鷹巣陸上競技場）

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8月31日 まで

1
（有）タナカスポーツ

890,000            865,000                                  落札
北秋田市住吉町8-27

2
（株）秋北文具

902,000            880,000                                  
北秋田市住吉町4-26

3
（有）北秋協販

904,000            880,000                                  
北秋田市東横町8-25

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 959,200

うち消費税 b 87,200

15

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 872,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 物品「自動車」

概　　　要

車両本体（新車）１台　想定車種：ダイハツ　ロッキー

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前11時

名　　　称 林道備第1号 自動車

１．ミッション：ＡＴまたはＣＶＴ　２．駆動方式４ＷＤ
３．総排気量990ｃｃ以上1,700ｃｃ以下　４．全長3,900～4,100ｍｍ
５．全幅1,680～1,720ｍｍ　６．付属品　タイヤ4本、スペアタイヤ1式、　ほか

場　　　所 北秋田市花園町15番1号（北秋田市役所産業部農林課）

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7月22日 まで

1
（資）加藤自動車整備工場

1,782,000                                                     落札
北秋田市綴子字田中表27

2                                                                   

3                                                                   

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 2,237,400

うち消費税 b 203,400

15

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 2,034,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 役務「車両」

概　　　要

小型自動車　1台

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前11時

名　　　称 商観地借第4号 地域おこし協力隊小型自動車（ＳＵＶ）借上

１．車体形状、排気量　ＳＵＶタイプ、5ドア、1,000ｃｃ未満
２、最低地上高　185ｍｍ以上
３．ミッション、駆動方式　ＣＶＴ、オートマチック、４ＷＤ　ほか

場　　　所 商工観光課　地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年5月1日 から 令和3年3月31日 まで

1
（資）加藤自動車整備工場

495,000                                                        落札
北秋田市綴子字田中表27

2                                                                   

3                                                                   

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

9                       

8                       

11                       

10                       

13                       

12                       

14

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 495,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 544,500

うち消費税 b 49,500

15



種　　　別 役務「車両」

概　　　要

小型自動車　1台

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前11時

名　　　称 商観地借第5号 地域おこし協力隊小型自動車借上

１．車体形状、排気量　5ドア、1,200ｃｃ以上1,500ｃｃ未満
２．全長4,000ｍｍ以内、全幅1,700ｍｍ以内、全高1,550ｍｍ以内
３．ミッション、駆動方式　ＣＶＴ、オートマチック、４ＷＤ　ほか

場　　　所 商工観光課　地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年5月1日 から 令和3年3月31日 まで

1
（資）加藤自動車整備工場

495,000                                                        落札
北秋田市綴子字田中表27

2                                                                   

3                                                                   

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 544,500

うち消費税 b 49,500

15

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 495,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 役務「車両」

概　　　要

軽自動車　2台

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前11時

名　　　称 商観地借第6号 地域おこし協力隊軽自動車借上

１．車体形状　5ドア
２．全長3,400ｍｍ以内、全幅1,480ｍｍ以内、全高1,600ｍｍ以上1,700ｍｍ以内
３．ミッション、駆動方式　ＣＶＴ、オートマチック、４ＷＤ　ほか

場　　　所 商工観光課　地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年5月1日 から 令和3年3月31日 まで

1
（資）加藤自動車整備工場

880,000                                                        落札
北秋田市綴子字田中表27

2                                                                   

3                                                                   

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 968,000

うち消費税 b 88,000

15

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 880,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 物品「一般印刷類」

概　　　要

1.令和2年8月1日、11月1日及び令和3年2月1日の3回発行分(原則)

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前11時

名　　　称 議会印第2号 市議会広報印刷製本

2.用紙サイズ、種類　A4判、フルコート紙
3.印刷種別　表紙及び裏表紙ｶﾗｰ印刷、それ以外はｵﾌｾｯﾄ2色印刷
4.ﾍﾟｰｼﾞ数　平均12ﾍﾟｰｼﾞ　（2ﾍﾟｰｼﾞ追加の場合あり）　ほか

場　　　所 北秋田市　地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年6月1日 から 令和3年3月31日 まで

1
（有）米内沢中央印刷

1,601,600                                                     落札
北秋田市米内沢字寺ノ下33-1

2
（株）秋北新聞社

1,607,760                                                     
北秋田市米代町1-48

3
（株）成文社

1,613,360                                                     
北秋田市鷹巣字上家下24

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

9                       

8                       

11                       

10                       

13                       

12                       

14

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 1,601,600

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,761,760

うち消費税 b 160,160

15



入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前11時

名　　　称 広報印第2号 令和２年度「広報きたあきた」印刷製本業務

場　　　所 北秋田市役所総合政策課

種　　　別 物品「一般印刷類」

概　　　要

1.令和2年6月1日号から令和3年4月1日号までの毎月1回、計11回発行分
2.用紙ｻｲｽﾞ、種類　A4判、ﾏｯﾄ紙
3.印刷種別　表紙及び裏表紙・中面見開きｶﾗｰ印刷、それ以外はｵﾌｾｯﾄ2色印刷

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

4.ﾍﾟｰｼﾞ数　36ﾍﾟｰｼﾞ2ヵ月、32ﾍﾟｰｼﾞ4カ月、28ﾍﾟｰｼﾞ5カ月を予定　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和3年3月31日 まで

北秋田市鷹巣字上家下24

2
（株）秋北新聞社

12,624,240                                                    
北秋田市米代町1-48

1
（株）成文社

12,575,960                                                    落札

北秋田市米内沢字寺ノ下33-1

4                                                                   

3
（有）米内沢中央印刷

12,974,200                                                    

5                                                                   

6                       

8                       

7                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 13,886,664

うち消費税 b 1,262,424

15

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 12,624,240

最低制限価格（消費税抜き） -


