
入札結果情報≪電子入札≫
入札

令和4年9月22日 開札

No 発注方式 分類 種別 工事・業務名 工事・業務場所　 工事・業務の概要
予定価格
（税抜き）

落札価格
（税抜き）

落札業者 工期・納期 業者数 担当課

1 一般競争入札 工事 機械
水道・工業水道機械電気設備更新工事
（Ｒ４）

吉原町地内ほか
取水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新　N=3台
送水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新　N=1台　他

90,880,000 88,880,000 ㈱柿本商会 R5.3.30 1 上下水道課

2 一般競争入札 工事 管 物見山プールほか1施設トイレ改修工事
能美市物見山プールほか
1施設

洋便器改修　N=6台 4,620,000 4,610,000 (有)タナカ工業所 R4.12.16 1 まち整備課

3 一般競争入札 工事 建築
根上総合文化会館外壁タイル等改修工事
（８工区）

能美市根上総合文化会館

外壁タイル改修　A=475㎡
エネルギー棟扉改修　N=3か所
建具改修　N=13か所　
監視盤改修　N=1台

20,260,000 20,200,000 船山建設㈱ R4.12.23 2 まち整備課

4 一般競争入札 工事 建築 根上吉原水道管理センター外壁改修工事
根上吉原水道管理
センター

外壁改修　A＝415㎡ 5,437,000 5,400,000 船山建設㈱ R4.11.25 2 まち整備課

5 一般競争入札 工事 管 寿保育園LPガスタンク改修工事 能美市立寿保育園 LPガスタンク N=1基 5,499,000 5,400,000 
北陽エンヂニアリング（株）　

事業本部
R5.1.20 1 まち整備課

6 一般競争入札 工事 土木 市道高座下開発線側溝改修工事 徳久町地内 側溝改良（B600）　L=41.7m 3,148,000 3,050,000 ㈱山本組（孝） R4.11.30 1 土木課

7 一般競争入札 工事 舗装
市道赤井東部工業団地１号線
舗装改修工事

赤井町地内 舗装改修　A=2,240㎡　 14,390,000 13,440,000 北川ヒューテック㈱ R4.12.16 8 土木課

8 一般競争入札 工事 土木 大長野町排水路改修工事 大長野町地内 排水路改修（BF1000）　L=60m 2,856,000 2,780,000 ㈱秋田土建 R4.11.30 1 土木課

9 一般競争入札 工事 土木 下水道管渠布設工事（上清水町工区） 上清水町地内 管渠布設工φ200　L=30.7m 3,349,000 3,300,000 ㈱田中建設 R4.12.23 1 上下水道課

10 一般競争入札 工事 管 配水管改良工事（上清水町工区） 上清水町地内 φ50 PE  L=75.0ｍ 2,376,000 2,300,000 裏野工業(有) R4.12.23 1 上下水道課

令和4年9月20日～9月21日
能美市



入札結果情報≪電子入札≫
入札 ※　指名競争入札の場合は、参加申請者数を指名者数に読みかえるものとする

令和4年9月22日 開札

No 発注方式 分類 種別 工事・業務名 工事・業務場所　 工事・業務の概要
予定価格
（税抜き）

落札価格
（税抜き）

落札業者 工期・納期
応札者数
（参加申
請者数）

担当課

1 一般競争入札 役務 調査
辰口寺井地区工業用水道（第一）
管理棟耐震性能調査業務委託

辰口寺井地区工業用水道
（第一）管理棟

耐震診断業務　N=1式
耐震補強計画業務　N=1式

- -
不調

（参加申請がなかったため）
- - まち整備課

2 指名競争入札 役務 土木 消雪ノズル点検業務委託（１工区） 福岡町地内ほか 消雪ノズル点検　N=3,414個 2,190,000 2,090,000 松崎建設㈱ R5.2.24 7 土木課

3 指名競争入札 役務 土木 消雪ノズル点検業務委託（２工区） 大浜町地内ほか 消雪ノズル点検　N=3,130個 2,004,000 1,900,000 ㈱白原組　能美営業所 R5.2.24 7 土木課

4 指名競争入札 役務 土木 消雪ノズル点検業務委託（３工区） 大成町地内ほか 消雪ノズル点検　N=2,860個 1,837,000 1,750,000 松崎建設㈱ R5.2.24 7 土木課

5 指名競争入札 役務 土木 消雪ノズル点検業務委託（４工区） 寺井町地内 消雪ノズル点検　N=3,082個 1,965,000 1,900,000 ㈱秋田土建 R5.2.24 7 土木課

6 指名競争入札 役務 土木 消雪ノズル点検業務委託（５工区） 粟生町地内ほか 消雪ノズル点検　N=4,209個 2,680,000 2,550,000 カネミ建設 R5.2.24 7 土木課

7 指名競争入札 役務 土木 消雪ノズル点検業務委託（６工区） 粟生町地内ほか 消雪ノズル点検　N=3,432個 2,190,000 2,080,000 寺井産業 R5.2.24 7 土木課

8 指名競争入札 役務 土木 消雪ノズル点検業務委託（７工区） 佐野町地内ほか 消雪ノズル点検　N=2,487個 1,586,000 1,500,000 ㈱山近組 R5.2.24 7 土木課

9 指名競争入札 役務 土木 消雪ノズル点検業務委託（８工区） 辰口町地内ほか 消雪ノズル点検　N=4,975個 3,178,000 3,000,000 ㈱ＯＹ建設 R5.2.24
9

(10)
土木課

10 指名競争入札 役務 点検 消雪設備点検業務委託 能美市一円
消雪設備点検　N=48箇所
消雪井戸・制御盤

非公表 800,000 ㈱ホクコク地水 R5.3.17 7 土木課

令和4年9月20日～9月21日
能美市


