
場　　　所 北秋田市阿仁幸屋渡字広様道下　地内

種　　　別 一般土木工事Ｃ

入札結果調書
入札日時 令和2年4月22日 午前9時10分

名　　　称 建河維第1号 河川維持工事（普通河川　高畑沢川）

概　　　要

１．施工延長　Ｌ＝37.2ｍ
２．コンクリートブロック積　Ｈ＝1500　Ｌ＝25.6ｍ
３．コンクリートブロック積　Ｈ＝2000　Ｌ＝11.6ｍ
４．仮締切工　コルゲートＵ字フリューム400＊400　Ｌ＝35.0ｍ　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7月31日 まで

1
（有）阿仁土建

4,268,000         落札
北秋田市阿仁比立内字前田表61

2

3

7

4

6

5

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 4,697,000

うち消費税 b 427,000

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 4,270,000

最低制限価格（消費税抜き） 3,422,000



場　　　所 北秋田市宮前町9番68号　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2年4月22日 午前9時10分

名　　　称 高福工第1号 北秋田市地域福祉センター給湯・暖房設備更新工事

概　　　要

１．給湯ユニット設置工事　1式
２．既設給湯設備接続工事　1式
３．ガス設備工事　1式
４．暖房設備工事　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6月30日 まで

1
（有）和田設備工業

3,838,000         落札
北秋田市松葉町12-19

2
日通プロパン鷹巣販売（有）

3,843,000         
北秋田市綴子字中堤82-2

3
（有）中嶋施設工業

3,849,000         
北秋田市脇神字中金堀145-2

4
（株）芳賀工務店

3,857,000         
北秋田市旭町9-3

5
（株）柴田水道施設

3,861,000         

7

北秋田市綴子字佐戸岱77-3

6

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 4,290,000

うち消費税 b 390,000

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 3,900,000

最低制限価格（消費税抜き） 3,474,000



場　　　所 北秋田市桂瀬字下柏木岱1　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2年4月22日 午前9時10分

名　　　称 教中第1号 森吉中学校空調設備工事

概　　　要

１．直接仮設工事　1式
２．空調機器設置工事　10台（5教室）
３．電気設備工事　1式
４．試運転調整　1式　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7月13日 まで

1
（有）トシ設備工業

6,117,000         落札
北秋田市米内沢字萩ノ下231-3

2                       

3                       

4                       

5                       

7                       

6                       

8                       

10

9                       

12

11

14

13

予定価格 a 6,941,000

うち消費税 b 631,000

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 6,310,000

最低制限価格（消費税抜き） 5,224,000



場　　　所 北秋田市阿仁水無字畑町東裏194　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2年4月22日 午前9時10分

名　　　称 教中第2号 阿仁中学校空調設備工事

概　　　要

１．直接仮設工事　1式
２．空調機器設置工事　5台（5教室）
３．電気設備工事　1式
４．試運転調整　1式　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7月13日 まで

1
（有）片岡電気工事

3,198,000         落札
北秋田市阿仁吉田字町頭16

2                       

3                       

4                       

5                       

7                       

6                       

8                       

10

9                       

12

11

14

13

予定価格 a 3,608,000

うち消費税 b 328,000

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 3,280,000

最低制限価格（消費税抜き） 2,701,000



場　　　所 北秋田市李岱字家向1　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2年4月22日 午前9時10分

名　　　称 教中第3号 合川中学校空調設備工事

概　　　要

１．直接仮設工事　1式
２．空調機器設置工事　10台（5教室）
３．電気設備工事　1式
４．試運転調整　1式　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7月13日 まで

1
（有）工藤設備工業所

5,360,000         落札
北秋田市川井字松石殿1-424

2                       

3                       

4                       

5                       

7                       

6                       

8                       

10

9                       

12

11

14

13

予定価格 a 5,962,000

うち消費税 b 542,000

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 5,420,000

最低制限価格（消費税抜き） 4,486,000



場　　　所 北秋田市役所第二庁舎

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2年4月22日 午前9時10分

名　　　称 管財第1号 空調設備改修工事

概　　　要

１．マルチ用室外機280型1台・室内機３台　×２系統
２．系統1　1階会議室（3部屋）室内機80型1台、112型2台
３．系統2　2階事務室　室内機90型2台、112型1台

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31日 まで

1
（有）中嶋施設工業

9,240,000         落札
北秋田市脇神字中金堀145-2

2
日通プロパン鷹巣販売（有）

9,270,000         
北秋田市綴子字中堤82-2

3
（有）和田設備工業

9,278,000         
北秋田市松葉町12-19

4
（株）柴田水道施設

9,280,000         
北秋田市綴子字佐戸岱77-3

5
（株）芳賀工務店

9,290,000         

7                       

北秋田市旭町9-3

6                       

8                       

10

9                       

12

11

14

13

予定価格 a 10,384,000

うち消費税 b 944,000

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 9,440,000

最低制限価格（消費税抜き） 8,352,000



場　　　所 北秋田市脇神字塚ノ岱165-1　地内

種　　　別 解体工事Ａ

入札結果調書
入札日時 令和2年4月22日 午前9時10分

名　　　称 教児ク工第1号 旧竜森寮解体工事

概　　　要

１．旧竜森寮　建築面積547.85ｍ2　延べ床面積494.81ｍ2
２．直接仮設工事
３．解体工事
４．内部残存物処分費　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6月30日 まで

1
朝日建設（株）

16,300,000        落札
北秋田市脇神字平崎川戸沼12-7

2
（株）佐藤庫組

16,400,000        
北秋田市木戸石字川下32

3                       

4                       

5                       

7                       

6                       

8                       

10

9                       

12

11

14

13

予定価格 a 18,150,000

うち消費税 b 1,650,000

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 16,500,000

最低制限価格（消費税抜き） 13,909,000



場　　　所 北秋田市坊沢字上野　地内

種　　　別 ほ装工事

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前10時

名　　　称 ス振工第1号 鷹巣陸上競技場公認更新改修工事

概　　　要

１．撤去工（ウレタン切削、処分）　Ｎ＝1式
２．路面塗装工（レヂンエースＳＴＵＷⅡオーバーレイ、グリーンサイド塗装
、路面洗浄）Ｎ＝1式
３．附帯施設工（テークオーバーゾーン変更、スポーツカービング補修・新設　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8月31日 まで

1
長谷川体育施設（株）秋田営業所

21,000,000        落札
秋田市土崎港西5-10-26

2
日本フィールドシステム（株）東北支店秋田営業所

21,700,000        
秋田市川尻みよし町1-46

3                       

4                       

5                       

7                       

6                       

8                       

10

9                       

12

11

14

13

予定価格 a 24,189,000

うち消費税 b 2,199,000

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 21,990,000

最低制限価格（消費税抜き） 17,833,000


