
種　　　別 物品「道路標識・消防保安用品類」

概　　　要

消防活動服

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前11時

名　　　称 消防備第2号 消防活動服（更新）

1.夏活動服（上衣）　FATH　TX9110FS　階級章台地付背面上部消防本部名入り
　　　　　　　　　　脱着式ネーム札付　　32着
2.夏活動服（下衣）　FATH　TX9111CF　同色：２穴ピンベルト付　32着　ほか

場　　　所 北秋田市消防本部（北秋田市鷹巣字北中家下85番地）

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
（株）能代消防センター

1,072,000                                                     落札
能代市能代町字中川原33-57

2
ミドリ安全秋田（株）大館営業所

1,081,600                                                     
大館市釈迦内字上袋12-4

3
猿田興業（株）

1,104,000                                                     
秋田市山王6-10-9

4
（株）相場商店大館営業所

1,126,400                                                     
大館市大茂内字上瘤之木岱74-2

5
（株）工藤米治商店

1,152,000                                                     

7

大館市常盤木町8-9

6

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 1,498,200

うち消費税 b 136,200

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 1,362,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 物品「道路標識・消防保安用品類」

概　　　要

消防団員被服　支部訓練大会出場分団

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前11時

名　　　称 消防団備第1号 消防団員被服（活動服）

１．活動服（上衣）128着　（株）赤尾製ＮＥＯエコ2000ＳＴ
エンブレム取付台付、バックプリント「北秋田市消防団」
左胸部刺繍「北秋田市消防団」色：オレンジ　ほか

場　　　所 北秋田市消防本部（北秋田市鷹巣字北中家下85番地）

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
（株）能代消防センター

1,920,000                                                     落札
能代市能代町字中川原33-57

2
（株）相場商店大館営業所

1,996,800                                                     
大館市大茂内字上瘤之木岱74-2

3
（株）工藤米治商店

2,048,000                                                     
大館市常盤木町8-9

4
猿田興業（株）

2,073,600                                                     
秋田市山王6-10-9

5
ミドリ安全秋田（株）大館営業所

2,112,000                                                     

7

大館市釈迦内字上袋12-4

6

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 2,299,000

うち消費税 b 209,000

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 2,090,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 物品「道路標識・消防保安用品類」

概　　　要

１．主食用パン　65ケース（1ケース24箱入）

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前11時

名　　　称 総防消第1号 災害備蓄物資（主食、保存水）

２．主食用アルファ米　11箱（1箱50食入）
３．保存水　208箱（1箱500ｍｌ／本　24本入）

場　　　所 北秋田市坊沢字善千鳥坂5　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7月31日 まで

1
ミドリ安全秋田（株）大館営業所

1,050,000                                                     落札
大館市釈迦内字上袋12-4

2
（株）相場商店大館営業所

1,230,000                                                     
大館市大茂内字上瘤之木岱74-2

3
（株）能代消防センター

1,242,000                                                     
能代市能代町字中川原33-57

4
猿田興業（株）

1,250,000                                                     
秋田市山王6-10-9

5
（株）工藤米治商店

1,250,000                                                     

秋田市寺内字イサノ98-1

7

大館市常盤木町8-9

6
秋田ノーミ（株）

辞退

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 1,371,600

うち消費税 b 101,600

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 1,270,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 物品「医薬品・衛生材料」または「その他（動物用飼料）」

概　　　要

単価契約

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前11時30分

名　　　称 商観熊餌第1号 熊牧場飼料熊用ＫＳ

オリエンタル酵母工業　熊用飼料　ＫＳ　10kg袋入
（年間予定量　250袋）
※同等品可（要事前協議）　ほか

場　　　所 北秋田市阿仁熊牧場

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3年3月31日 まで

1
太平商事（株）

2,480                                                           落札
秋田市卸町3-6-2

2
（株）いわしや

2,599                                                           
大館市豊町9-46

3

4

5

7

6

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 3,190

うち消費税 b 290

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 2,900

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（バンタイプ）　想定車種：トヨタ　サクシード

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前11時30分

名　　　称 下水管備第1号 都市計画課下水道係維持管理車

１．車両寸法　4,245mm（全長）、1,690mm（全幅）、1,525mm（全高）相当
２．乗車定員、駆動方式、排気量　5名、前輪駆動方式、1,500cc（1.496L）相当
３．燃費改良対策　ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｽﾃﾑ、電気式無段変速機、充電制御　ほか　ほか

場　　　所 北秋田市米内沢字七曲23番地

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
秋田トヨタ自動車（株）鷹巣店

1,654,000                                                     落札

2
（資）平塚自動車商会

1,758,000                                                     

3

4

5

7

6

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 2,068,000

うち消費税 b 188,000

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 1,880,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 物品「OA機器・通信用機械器具類」

概　　　要

内部情報系パソコン

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前11時30分

名　　　称 電算備第1号 内部情報系パソコン

1.ノート型パソコン　94台　参考機種：LIFEBOOK A579Ｃ
2.デスクトップ型パソコン　40台 参考機種：ESPRIMO D588/C
3.office standard 2019(64ビット版）　134ライセンス　ほか

場　　　所 北秋田市役所　森吉庁舎

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 議会の議決の日の翌日 から 令和2年10月30日 まで

1
東光コンピュータ・サービス（株）北秋田営業所

31,190,000                                                    落札
北秋田市住吉町10-12

2
（株）秋北文具

31,498,000                                                    
北秋田市住吉町4-26

3
（株）成文社

31,688,000                                                    
北秋田市鷹巣字上家下24

4
（資）かねき書店

31,999,000                                                    
北秋田市米内沢字黒沢12-8

5

7

6

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 34,716,000

うち消費税 b 3,156,000

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 31,560,000

最低制限価格（消費税抜き） -


