
場　　　所 北秋田市鷹巣字上家下　地内

種　　　別 一般土木工事B

入札結果調書
入札日時 令和3年4月21日 午前9時10分

名　　　称 下水鷹第2号 ます設置工事（鷹巣処理区その１）

概　　　要

１．管きょ工　φ150ｍｍ　Ｌ＝20.7ｍ
２．マンホール工　Ｎ＝2箇所
３．取付管及びます工　Ｎ＝1箇所
４．付帯工　Ｎ＝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3年5月31日 まで

1
（株）大川建設

2,260,000         落札
北秋田市鷹巣字小沼24

2

3

7

4

6

5

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 2,486,000

うち消費税 b 226,000

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 2,260,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 ほ装工事A

概　　　要

１．施工延長　L＝1,030ｍ

入札結果調書
入札日時 令和3年4月21日 午前9時10分

名　　　称 建道改第2号 道路改良工事（２級市道　摩当～大沢線）

２．表層工　再生②密粒度Ａｓ（13）ｔ＝3ｃｍ　Ａ＝7,210ｍ2
３．表層工　再生②密粒度Ａｓ（20）ｔ＝4ｃｍ　Ａ＝7,210ｍ2
４．路上路盤再生工（セメント安定処理）ｔ＝15ｃｍ　Ａ＝7,210ｍ2　ほか

場　　　所 北秋田市栄字岩坂　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3年9月8日 まで

1
（有）丸栄建設

55,000,000        落札
北秋田市綴子字菅の沢出口165-1

2
朝日建設（株）

55,300,000        
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 61,292,000

うち消費税 b 5,572,000

15

低入札調査基準価格（消費税抜き） 45,593,000

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 55,720,000

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 5,580,000

最低制限価格（消費税抜き） 4,461,000

予定価格 a 6,138,000

うち消費税 b 558,000

15

14

13
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11

8
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9

6

5

7

4

2
（株）津谷組

5,570,000         
北秋田市坊沢字胡桃館15-1

3

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7月21日 まで

1
（株）芳賀工務店

5,557,000         落札
北秋田市旭町9-3

種　　　別 ほ装工事B

概　　　要

１．施工延長　L＝119.1ｍ　　２．１工区・２工区　上層路盤工　Ｍ－40 ｔ＝15ｃｍ  Ａ＝450ｍ2

入札結果調書
入札日時 令和3年4月21日 午前9時10分

名　　　称 建道維第1号 道路維持工事（その他市道　旭町８号線ほか）

３．１工区　Ｌ＝90.0ｍ　下層路盤工　ＲＣ－40　ｔ＝21ｃｍ  Ａ＝297ｍ2
　　　　　　表層工　再生②密粒度Ａｓ（13）ｔ＝4ｃｍ　Ａ＝297ｍ2
４．２工区　Ｌ＝29.1ｍ　下層路盤工　ＲＣ－40 ｔ＝21ｃｍ　Ａ＝154ｍ2　ほか

場　　　所 北秋田市旭町　地内



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 12,676,000

最低制限価格（消費税抜き） 10,566,000

予定価格 a 13,943,600

うち消費税 b 1,267,600

15

14

13

12

11

8

10

9

北秋田市綴子字佐戸岱77-3

6

5
（株）柴田水道施設

12,600,000        

7

4
（有）和田設備工業

12,580,000        
北秋田市松葉町12-19

2
（株）芳賀工務店

12,480,000        
北秋田市旭町9-3

3
（有）中嶋施設工業

12,540,000        
北秋田市脇神字中金堀145-2

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7月30日 まで

1
日通プロパン鷹巣販売（有）

12,400,000        落札
北秋田市綴子字中堤82-2

種　　　別 給排水暖冷房衛生設備工事A

概　　　要

１．空調機器設備

入札結果調書
入札日時 令和3年4月21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　エアコン設備入替工事

　ガスヒートポンプエアコン　室内機　4基、室外機　1基
　天吊りパッケージエアコン　室内機　1基、室外機　1基
２．空調配管工事　ほか

場　　　所 北秋田市宮前町9-68　地内



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 8,341,000

最低制限価格（消費税抜き） 7,005,000

予定価格 a 9,175,100

うち消費税 b 834,100

15

14

13

12
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8
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9

北秋田市松葉町12-19

6

5
（有）和田設備工業

8,332,000         

7

4
（有）中嶋施設工業

8,328,000         
北秋田市脇神字中金堀145-2

北秋田市綴子字佐戸岱77-3

3
日通プロパン鷹巣販売（有）

8,320,000         
北秋田市綴子字中堤82-2

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7月30日 まで

1
（株）芳賀工務店

8,307,000         落札
北秋田市旭町9-3

2
（株）柴田水道施設

8,315,000         

概　　　要

１．空調機器設備
　天吊りパッケージエアコン　室内機　7基、室外機　3基

２．空調配管工事　ほか

場　　　所 北秋田市脇神字南陣場岱26（フードセンターたかのす）

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3年4月21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空調設備工事



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 8,186,000

最低制限価格（消費税抜き） 6,449,000

予定価格 a 9,004,600

うち消費税 b 818,600

15

14

13

12
（株）ナカセン

8,000,000         
大仙市長野字柳田69-1

11
平野塗装工業（株）

8,000,000         
秋田市八橋三和町17-24

8 大進塗装工業（株） 7,850,000         
大仙市長野字極楽野288-1

10
（株）黒澤塗装工業

7,980,000         
秋田市中通3-3-21

9
（株）山田塗料店

7,950,000         
由利本荘市一番堰180-1

秋田市外旭川字田中6

6
（有）秋田中央ライン

7,776,000         

5
三建塗装（株）

7,770,000         

秋田市新屋北浜町3-10

7
（株）フジペン

7,820,000         
秋田市外旭川字田中6-3

4
（有）北秋ライン工業

7,720,000         
大館市餅田字向田119-4

秋田市外旭川字田中6-2

3
（有）アタペック

7,630,000         
秋田市仁井田本町3-14-2

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8月31日 まで

1
（株）三亀産業

7,600,000         落札
秋田市土崎港西3-2-13

2
秋田ライン興業（株）

7,620,000         

概　　　要

１．施工延長　13,220.0ｍ
２．外側線（実線）　25,520.0ｍ
３．センターライン　490.0ｍ
４．白実線　120.0ｍ　ほか

場　　　所 北秋田市脇神字平崎川戸沼　地内ほか

種　　　別 路面標示工事

入札結果調書
入札日時 令和3年4月22日 午前10時

名　　　称 生地交第1号 外側線設置工事（市道　大町～川戸沼線ほか１１路線）


