
入札結果調書
入札日時 令和4年8月2日 午前9時10分

名　　　称 建道改第4号 道路改良工事（1級市道　中屋敷～大野岱線）

場　　　所 北秋田市中屋敷字中悪戸　地内

種　　　別 一般土木工事C

１．施工延長　　Ｌ＝4.8ｍ
２．表層工　再生②密粒度Ａｓ(13),ｔ＝4ｃｍ　　Ａ＝19ｍ2
３．上層路盤工　Ｍ－40,ｔ＝15ｃｍ　　Ａ＝19ｍ2
４．下層路盤　ＲＣ－40,ｔ＝21ｃｍ　　Ａ＝19ｍ2　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和4年10月31日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

（有）中嶋施設工業
北秋田市脇神字中金堀145-2
（有）千葉建設
北秋田市坊沢字深関沢25-1

予定価格 a 3,839,000

うち消費税 b 349,000

入札比較価格 a-b 3,490,000

最低制限価格（消費税抜き） 2,802,000

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。

概　　　要

1          3,450,000     落札

2          3,460,000     

3       

4       

5       

6       

7     

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



入札結果調書
入札日時 令和4年8月2日 午前9時10分

名　　　称 森公工第1号 森吉コミュニティセンター地下オイルタンク撤去工事

場　　　所 北秋田市米内沢字寺ノ下16-3　地内

種　　　別 一般土木工事C

１．地下オイルタンク掘り起こし　　１式
２．取壊し、運搬、処分　　１式
３．埋め戻し　　１式
　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和4年9月30日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

秋林工業（株）
北秋田市米内沢字倉ノ沢出口5-1

予定価格 a 4,433,000

うち消費税 b 403,000

入札比較価格 a-b 4,030,000

最低制限価格（消費税抜き） 3,232,000

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。

概　　　要

1          3,950,000     落札

2       

3       

4       

5       

6       

7     

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



入札結果調書
入札日時 令和4年8月2日 午前9時10分

名　　　称 都住管工第2号 上新町団地（平成元年度築2棟）屋根・外壁改修工事

場　　　所 北秋田市阿仁水無字上新町東裏　地内

種　　　別 屋根工事

１．屋根板金葺き替え工事　一式
２．外壁張り替え工事　一式
３．付属する仮設、補修、移設工事
　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和4年10月14日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

（有）高橋工務店
北秋田市川井字才ノ神62-2

予定価格 a 22,231,000

うち消費税 b 2,021,000

入札比較価格 a-b 20,210,000

最低制限価格（消費税抜き） 16,962,000

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。

概　　　要

1         20,000,000     落札

2       

3       

4       

5       

6       

7     

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



入札結果調書
入札日時 令和4年8月2日 午前9時10分

名　　　称 合診工第1号 合川診療所・合川保健センター電気温水器設置工事

場　　　所 北秋田市李岱字下豊田20　地内

種　　　別 排水暖冷房衛生設備工事A

１．電気温水器設置　５台
２．温水器給水配管工事　５箇所
３．温水器電源工事　５箇所
　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和4年11月30日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

（有）合川水道施設工業所
北秋田市川井字才の神64-33

予定価格 a 2,013,000

うち消費税 b 183,000

入札比較価格 a-b 1,830,000

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。

概　　　要

1          1,825,000     落札

2       

3       

4       

5       

6       

7     

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



入札結果調書
入札日時 令和4年8月3日 午前10時

名　　　称 下水鷹第6号 マンホールポンプ設置工事（鷹巣処理区MP634）

場　　　所 北秋田市綴子字掛泥道上　地内

種　　　別 機械器具設置工事

１．ポンプ設置　Ｎ＝1箇所（φ80ｍｍ×1.5ｋｗ）
２．機械設備工事　Ｎ＝1式
３．電気設備工事　Ｎ＝1式
　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和5年3月20日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

東光鉄工（株）
大館市釈迦内字稲荷山下19-1
大館桂工業（株）北秋田営業所
北秋田市大町2-8
三光テクノ（株）大館営業所
大館市御成町4-1-16
日通プロパン鷹巣販売（有）
北秋田市綴子字中堤82-2
羽後電設工業（株）大館営業所
大館市有浦2-2-11
（株）巽工業所
大館市中道2-2-35
熊谷施設工業（株）
大館市水門町4-2
秋田工営（株）
大館市花岡町字前田123-1

予定価格 a 18,293,000

うち消費税 b 1,663,000

入札比較価格 a-b 16,630,000

最低制限価格（消費税抜き） 14,045,000

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。

概　　　要

1         16,100,000     落札

2         16,270,000     

3         16,270,000     

4         16,290,000     

5         16,300,000     

6         16,420,000     

7         16,540,000   

8  辞退     

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



入札結果調書
入札日時 令和4年8月3日 午前10時

名　　　称 下水米第3号 マンホールポンプ設置工事（米内沢処理区MP34-1,34-3,34-5）

場　　　所 北秋田市上杉字下屋布岱　地内ほか

種　　　別 機械器具設置工事

１．ポンプ設置　　Ｎ＝3箇所
　　（φ65ｍｍ×1.5ｋｗ）,（φ80ｍｍ×5.5ｋｗ）,（φ65ｍｍ×3.7ｋｗ）
２．機械設備工事　　Ｎ＝1式
３．電気設備工事　　Ｎ＝1式　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和5年3月20日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

大館桂工業（株）北秋田営業所
北秋田市大町2-8
日通プロパン鷹巣販売（有）
北秋田市綴子字中堤82-2
三光テクノ（株）大館営業所
大館市御成町4-1-16
羽後電設工業（株）大館営業所
大館市有浦2-2-11
（株）巽工業所
大館市中道2-2-35
東光鉄工（株）
大館市釈迦内字稲荷山下19-1
熊谷施設工業（株）
大館市水門町4-2
秋田工営（株）
大館市花岡町字前田123-1

予定価格 a 49,742,000

うち消費税 b 4,522,000

入札比較価格 a-b 45,220,000

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） 39,153,000

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。

概　　　要

1         44,000,000     落札

2         44,300,000     

3         44,330,000     

4         44,500,000     

5         44,530,000     

6         44,550,000     

7         44,720,000   

8  辞退     

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



入札結果調書
入札日時 令和4年8月3日 午前10時

名　　　称 都公工第1号 米代児童公園ふじ棚設置工事

場　　　所 北秋田市花園町48　地内

種　　　別 造園工事

１．ふじ棚設置　１基
　　木造　29.2ｍ2

　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和4年10月31日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

かつら造園建設（株）
北秋田市綴子字田中大道下164-1
古河林業緑化（株）
北秋田市阿仁銀山字下新町119-6

予定価格 a 2,013,000

うち消費税 b 183,000

入札比較価格 a-b 1,830,000

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。

概　　　要

1          1,800,000     落札

2          1,810,000     

3       

4       

5       

6       

7     

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       


