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令和5年1月19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 管 配水管改良工事（赤井町工区） 赤井町地内
φ150　DIP（GX）　L=9.8m
φ75 　DIP（GX）　L=428.6m

28,591,000 28,400,000 （株）カケムラ　能美営業所 R5.4.28 1 上下水道課

2 一般競争入札 工事 管 配水管改良工事（和気町工区） 和気町地内
φ150DIP（GX）　L=121.9m
φ75 DIP（GX）　L＝4.2ｍ
φ50 PE　L=348.6ｍ

26,713,000 26,170,000 （有）タナカ工業所 R5.3.31 1 上下水道課

3 一般競争入札 工事 管 配水管改良工事（中町工区） 中町地内 φ75 DIP（GX）　L=76.7ｍ 11,730,000 11,480,000 （有）中山設備工業 R5.3.31 1 上下水道課

4 一般競争入札 工事 管 配水管改良工事（道林町第３工区） 道林町地内 φ75　DIP（GX）　L=89.2m 7,194,000 7,000,000 （株）タバタ住設 R5.3.31 1 上下水道課

5 一般競争入札 工事 管 配水管改良工事（道林町第2工区） 道林町地内 φ50 PE　L=89.5ｍ 3,638,000 3,530,000 （株）タバタ住設 R5.3.31 1 上下水道課

6 一般競争入札 工事 造園 吉原釜屋流通団地保安林整備工事 吉原釜屋町地内
改植工　A= 0.9ha
防風工　L=54.4m
静砂工　L=129.5m

6,500,000 6,360,000 （株）立花造園 R5.3.30 2 土地開発公社

7 一般競争入札 工事 造園 福島産業団地植栽工事
能美市福島産業団地
土地区画整理事業
施行地区内

高木植栽工　N=6本
中低木植栽工　N=437本

4,287,000 4,200,000 高畑庭苑 R5.3.30 3 土地開発公社

8 一般競争入札 工事 土木 こくぞう里山公園散策路改修工事（２工区） 和気町地内 散策路改修　L=22m 10,130,000 9,400,000 （株）北陸園芸 R5.3.31 2 土木課

9 一般競争入札 工事 土木 福島しらさぎの里調整池嵩上工事 福島町地内 調整池嵩上げ　N=5箇所 3,842,000 3,780,000 （有）吉田組 R5.3.31 1 土木課

10 一般競争入札 工事
とび
土工

健康ロード車止め改修工事（１工区） 能美市一円 車線分離標　N=55本 2,828,000 2,507,000 スタンドアドサービス㈱ R5.3.31 10 土木課

令和5年1月17日～1月18日
能美市



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

11 一般競争入札 工事 解体 久常プール解体工事 能美市久常プール
プール解体　N=1式
アスファルト舗装　A＝554㎡

7,838,000 7,680,000 （株）山本組（孝） R5.3.17 1 まち整備課

12 一般競争入札 工事 建築
九谷焼美術館浅蔵五十吉記念館建具等改
修工事

能美市九谷焼美術館
浅蔵五十吉記念館

鋼製建具　N=1か所 2,036,000 2,000,000 大同建設（株） R5.3.30 1 まち整備課

13 一般競争入札 工事 建築 辰口中学校バックネット等改修工事 能美市立辰口中学校
バックネット改修 N=1基
建具改修 N=10か所

11,180,000 11,100,000 松浦建設（株） R5.3.30 1 まち整備課

14 一般競争入札 工事 建築 能美市役所執務室改修工事 能美市役所
執務室改修　A=48㎡
車庫改修　A=44㎡

12,990,000 12,950,000 西出建設 R5.3.31 1 まち整備課

15 一般競争入札 工事 建築
能美市立病院地域医療推進センター
移転工事(建築)

能美市老人福祉センター
白寿会館

建築改修工事 N=1式 4,272,000 4,190,000 （株）栄建ハウス工業 R5.3.31 2 まち整備課

16 一般競争入札 工事 電気
能美市立病院地域医療推進センター
移転工事(電気設備)

能美市老人福祉センター
白寿会館

電気設備改修工事 N=1式 13,210,000 12,800,000 秋田電気工事（株） R5.3.31 1 まち整備課

17 一般競争入札 工事 管
能美市立病院地域医療推進センター
移転工事(機械設備)

能美市老人福祉センター
白寿会館

機械設備改修工事 N=1式 9,357,000 9,300,000 （株）カケムラ　能美営業所 R5.3.31 1 まち整備課

18 一般競争入札 工事 管 市営佐野住宅LPガスバルク貯槽更新工事 市営佐野住宅 LPガスバルク貯槽更新　N=1基 1,950,000 1,900,000 
北陽エンヂニアリング（株）　

事業本部
R5.3.31 1 まち整備課

19 一般競争入札 工事 管 辰口福祉会館給湯配管改修工事 能美市辰口福祉会館

給湯管改修 L=82ｍ、給水管改
修 L=52m
シャワーユニット取替 N=26組
御影石復旧　A=63㎡

6,444,000 6,440,000 
サンコーエンジニアリング

（株）　本部
R5.3.27 1 まち整備課

20 一般競争入札 工事 土木 鍋谷町農地復旧工事（災害復旧事業） 鍋谷町地内 土砂撤去　V=1,762㎥ 9,100,000 8,650,000 （株）ＯＹ建設 R5.3.31 2 農林課

21 一般競争入札 工事 土木
長滝排水路ほか農地復旧工事
（災害復旧事業）

長滝町、莇生町地内
ブロック積工　A= 36.3m2
盛土工　　　　V=140.3m3

7,630,000 7,380,000 （株）谷本工務店 R5.3.31 1 農林課



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

22 一般競争入札 工事 土木 和気町取水施設復旧工事（災害復旧事業） 和気町、寺畠町地内
張ブロック工　　　A=289.5ｍ2
コンクリート打設　V= 50.0m3
土砂排土工　　　　V=817.0ｍ3

12,870,000 12,600,000 （株）田中建設 R5.3.31 1 農林課

23 一般競争入札 工事 土木 高田北堤復旧工事（災害復旧事業） 和気町地内

ブロック積護岸工　　　A=9.4ｍ2
コンクリート護岸工　　V=4.2m3
取水水門製作・据付　スライド
ゲートB1100×H900　N=1基　土
砂排土工　V＝633.0ｍ3

11,770,000 11,700,000 （株）山本組（正） R5.3.31 1 農林課

24 一般競争入札 工事 土木 市指定文化財名勝七ツ滝災害復旧工事 長滝町地内

遊歩道復旧　N=5箇所
遊歩道復旧（駐車場下） A=118.8
㎡
擬木階段・手摺復旧　N=1箇所

3,847,000 3,770,000 （株）安地 R5.3.31 1 まなび文化課

25 指名競争入札
測量
設計

設計
新学校給食センター下水道管渠設計業務委
託

粟生町地内
下水道管渠布設詳細設計　
L=30m

5,650,000 4,501,000 ㈱日水コン　金沢事務所 R5.3.31 14 上下水道課

26 指名競争入札
測量
設計

調査
設計

寺井東33号線下水道管渠実施設計業務委
託

寺井町地内 下水道管渠設計　L=140m 1,990,000 1,850,000 ナチュラルコンサルタント㈱ R5.3.31 14 上下水道課

27 指名競争入札
測量
設計

設計 福島しらさぎの里調整池設計業務委託 福島町地内
福島しらさぎの里調整池設計業
務　N=1式

5,580,000 5,200,000 ㈱日本海コンサルタント R5.3.31 10 土木課

28 指名競争入札
測量
設計

設計
下ノ江サンタウン地区排水ポンプ設計業務
委託

下ノ江町地内 排水ポンプ設計　N=一式 3,910,000 3,650,000 ㈱日本海コンサルタント R5.3.31 10 土木課

29 指名競争入札
測量
設計

設計
市道寺井東１４号線交差点改良設計業務委
託

寺井町地内 交差点詳細設計　N=一式 2,510,000 2,330,000 
ナチュラル

コンサルタント㈱
R5.3.31 14 土木課

30 指名競争入札 役務 調査
湯の花公園調整池に伴う浸水対策検討業
務委託

湯谷町地内
湯の花公園調整池に伴う浸水対
策検討　N=1式

非公表 3,280,000 
ナチュラル

コンサルタント㈱
R5.3.31 10 土木課


