
種　　　別 一般土木工事Ａ

概　　　要

１．施工延長　Ｌ＝319ｍ

入札結果調書
入札日時 令和2年5月12日 午前9時10分

名　　　称 建道改第3号 道路改良工事（その他市道　綴子家の下線）1工区

２．道路土工　１式
３．植生工　種子散布　Ａ＝1,430ｍ2
４．排水構造物　1式　ほか

場　　　所 北秋田市綴子字家下タ　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12月10日 まで

1
ほくよう建設（株）

42,000,000        落札
北秋田市綴子字田中表127

2
朝日建設（株）

42,180,000        
北秋田市脇神字平崎川戸沼12-7

3

7

4

6

5

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 46,508,000

うち消費税 b 4,228,000

15

低入札調査基準価格（消費税抜き） 34,548,000

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 42,280,000

最低制限価格（消費税抜き） -



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 22,420,000

最低制限価格（消費税抜き） 18,334,000

予定価格 a 24,662,000

うち消費税 b 2,242,000

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

北秋田市米内沢字倉ノ沢出口5-1

3

落札
北秋田市阿仁前田字上館下385-1

2
秋田土建（株）

22,400,000        

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10月30日 まで

1
（株）藤島組

22,380,000        

概　　　要

１．施工延長　Ｌ＝417.6ｍ
２．舗装工　表層　再生②密粒度Ａｓ（１３）ｔ＝4ｃｍ　Ａ＝2,580ｍ2
３．舗装工　上層路盤　Ｍ－40　ｔ＝15ｃｍ　Ａ＝255ｍ2
４．舗装工　下層路盤　ＲＣ－40　ｔ＝15ｃｍ　Ａ＝260ｍ2　ほか

場　　　所 北秋田市浦田字寄延沢滝ノ下　地内

種　　　別 ほ装工事Ａ

入札結果調書
入札日時 令和2年5月12日 午前9時10分

名　　　称 建道改第2号 道路改良工事（その他市道　寄延沢線）



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 40,170,000

最低制限価格（消費税抜き） 33,731,000

予定価格 a 44,187,000

うち消費税 b 4,017,000

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

北秋田市栄字前綱106-7

3

落札
北秋田市脇神字平崎川戸沼12-7

2
（株）小坂工務店

39,900,000        

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9月28日 まで

1
朝日建設（株）

39,800,000        

概　　　要

1.住居棟　木造平屋建
建築面積：194.20ｍ2
延べ床面積：131.42ｍ2

場　　　所 北秋田市鷹巣字平崎上岱13-193　地内

種　　　別 建築一式工事Ｂ

入札結果調書
入札日時 令和2年5月12日 午前9時10分

名　　　称 都住建工第1号 南鷹巣団地第５期１５号棟建設工事



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 9,305,000

最低制限価格（消費税抜き） 7,959,000

予定価格 a 10,235,500

うち消費税 b 930,500

15

14

13

12

11

10

9

8

7

北秋田市旭町9-3

6

北秋田市綴子字佐戸岱77-3

5
（株）芳賀工務店

9,125,000         

北秋田市松葉町12-19

4
（株）柴田水道施設

9,120,000         

北秋田市脇神字中金堀145-2

3
（有）和田設備工業

9,070,000         

落札
北秋田市綴子字中堤82-2

2
（有）中嶋施設工業

9,015,000         

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13日 まで

1
日通プロパン鷹巣販売（有）

8,930,000         

概　　　要

１．貯湯槽入替工事
容量　2.2ｍ3　電熱面積1.5ｍ2
保温処理　厚50ｍｍ、ＳＵＳラッキング仕上げ
既設貯湯槽搬出、新設貯湯槽搬入　1式　ほか

場　　　所 北秋田市脇神字南陣場岱26

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5月12日 午前9時10分

名　　　称 地障工第1号 フードセンターたかのす貯湯槽更新工事



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 3,846,000

最低制限価格（消費税抜き） 3,235,000

予定価格 a 4,230,600

うち消費税 b 384,600

15

14

13

12

11

10

9

8

7

北秋田市旭町9-3

6

北秋田市松葉町12-19

5
（株）芳賀工務店

3,743,000         

北秋田市脇神字中金堀145-2

4
（有）和田設備工業

3,736,000         

北秋田市綴子字中堤82-2

3
（有）中嶋施設工業

3,711,000         

落札
北秋田市綴子字佐戸岱77-3

2
日通プロパン鷹巣販売（有）

3,708,000         

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17日 まで

1
（株）柴田水道施設

3,692,000         

概　　　要

１．健康指導室エアコン取替
　室内ユニット（冷房12.5ｋＷ、暖房14.0ｋＷ）×2、室外ユニット
２．健康増進室エアコン取替
　室内ユニット（冷房14.0ｋＷ、暖房16.0ｋＷ）×2、室外ユニット　ほか

場　　　所 北秋田市宮前町9-69　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5月12日 午前9時10分

名　　　称 北保セ工第1号 北秋田市保健センターエアコン改修工事



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 27,960,000

最低制限価格（消費税抜き） 23,408,000

予定価格 a 30,756,000

うち消費税 b 2,796,000

15

14

13

12

11

10

9

8

7

北秋田市綴子字胡桃館83-1

6

北秋田市綴子字小糠沢45-2

5
（株）ホームプランナー佐藤

27,900,000        

北秋田市綴子字糠沢下タ55

4
（有）堀内工務店

27,900,000        

北秋田市栄字中岱191-1

3
（株）米沢建築

27,890,000        

落札
北秋田市坊沢字深関沢25-6

2
（有）碇谷建築

27,879,000        

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9月28日 まで

1
（有）アート住備

27,830,000        

概　　　要

1.住居棟　木造平屋建
建築面積：261.06ｍ2（内Ａ工区128.22ｍ2）
延べ床面積：175.22ｍ2（内Ａ工区87.61ｍ2）

場　　　所 北秋田市鷹巣字平崎上岱13-146、13-193　地内

種　　　別 建築一式工事Ｃ

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前10時

名　　　称 都住建工第2号 南鷹巣団地第５期（１６号棟Ａ）建設工事



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 27,670,000

最低制限価格（消費税抜き） 23,165,000

予定価格 a 30,437,000

うち消費税 b 2,767,000

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

北秋田市綴子字小糠沢45-2

5

北秋田市綴子字胡桃館83-1

4
（有）堀内工務店

27,600,000        

北秋田市栄字中岱191-1

3
（株）ホームプランナー佐藤

27,590,000        

落札
北秋田市綴子字糠沢下タ55

2
（有）碇谷建築

27,563,000        

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9月28日 まで

1
（株）米沢建築

27,530,000        

概　　　要

1.住居棟　木造平屋建
建築面積：261.06ｍ2（内Ｂ工区132.84ｍ2）
延べ床面積：175.22ｍ2（内Ｂ工区87.61ｍ2）

場　　　所 北秋田市鷹巣字平崎上岱13-146、13-193　地内

種　　　別 建築一式工事Ｃ

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前10時

名　　　称 都住建工第3号 南鷹巣団地第５期（１６号棟Ｂ）建設工事



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 10,503,000

最低制限価格（消費税抜き） 8,418,000

予定価格 a 11,553,300

うち消費税 b 1,050,300

15

14
（有）アタペック

10,300,000        
秋田市仁井田本町3-14-2

13
（株）黒澤塗装工業

10,300,000        
秋田市中通3-3-21

12
（株）秋田デイックライト大館営業所

10,200,000        
大館市片山町3-1-17

11
大館桂工業（株）

10,200,000        
大館市御成町3-7-17

10
（株）山田塗料店

10,200,000        
由利本荘市一番堰180-1

9
平野塗装工業（株）

10,200,000        
秋田市八橋三和町17-24

大館市餅田字向田119-4

8 大進塗装工業（株） 10,180,000        
大仙市長野字極楽野288-1

秋田市土崎港西3-2-13

7
（有）北秋ライン工業

10,170,000        

秋田市外旭川字田中6-3

6
（株）三亀産業

10,140,000        

大仙市長野字柳田69-1

5
（株）フジペン

10,080,000        

秋田市新屋北浜町3-10

4
（株）ナカセン

10,000,000        

秋田市外旭川字田中6

3
（有）秋田中央ライン

10,000,000        

落札
秋田市外旭川字田中6-2

2
三建塗装（株）

9,980,000         

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
秋田ライン興業（株）

9,870,000         

概　　　要

１．施工延長　18,300.0ｍ
２．外側線（実線）　36,040.0ｍ
３．センターライン　3,760.0ｍ
４．白実線　300.0ｍ　ほか

場　　　所 北秋田市綴子字胡桃館3-12　地内ほか

種　　　別 路面標示工事

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前10時15分

名　　　称 生地交第1号 外側線設置工事（市道　元町～柳生～みたこ線ほか２４路線）


