
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 1,630,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,760,400

うち消費税 b 130,400
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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 令和元年9月13日 まで

1
秋林工業（株）

1,600,000         落札
北秋田市米内沢字倉ノ沢出口5-1

2

概　　　要

1.林道草刈り　大森線　Ｌ＝11,149ｍ　Ａ＝22,298ｍ2
2.林道草刈り　もりよし線　Ｌ＝7,381ｍ　Ａ＝14,762ｍ2

場　　　所 北秋田市米内沢字黒沢 地内ほか１箇所

種　　　別 一般土木工事Ｃ

入札結果調書
入札日時 令和元年8月6日 午前9時10分

名　　　称 林道委第10号 林道草刈業務委託（森吉地区その３）



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 1,220,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,317,600

うち消費税 b 97,600
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2
（有）千葉建設

1,250,000                                                     
北秋田市坊沢字深関沢25-1

3

北秋田市栄字山神沢 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 令和元年9月13日 まで

1
（有）中嶋施設工業

1,200,000                                                     落札
北秋田市脇神字中金堀145-2

種　　　別 一般土木工事Ｃ

概　　　要

1.林道草刈り　大摩当線　Ｌ＝13,868ｍ　Ａ＝27,736ｍ2

入札結果調書
入札日時 令和元年8月6日 午前9時10分

名　　　称 林道委第12号 林道大摩当線草刈業務委託

場　　　所



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 750,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 810,000

うち消費税 b 60,000
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北秋田市坊沢字深関街道下32

6

5
永井トシノリ一級建築設計事務所

770,000                                                        

7

4
村岡建築事務所

750,000                                                        
北秋田市米内沢字寺の下31-3

                                            
北秋田市旭町4-31

3
M's設計室

750,000                                                        
北秋田市米代町5-28

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 令和元年9月30日 まで

1
（有）武石工務店

710,000                                                        落札
北秋田市下杉字狐森62-3

2
（有）奈良田建築設計事務所

750,000            

概　　　要

1.外壁の劣化および損傷状況の調査
2.屋上防水の劣化および損傷状況の調査

場　　　所 北秋田市材木町2番2号 地内

種　　　別 建築関係建設コンサルタント業務（建築一般）

入札結果調書
入札日時 令和元年8月6日 午前9時10分

名　　　称 教交委第13号 北秋田市交流センター外壁等調査業務



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 9,500,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 10,450,000

うち消費税 b 950,000
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北秋田市花園町20-34

6
創和技術（株）北秋田事務所

9,000,000         

5
秋田ボーリング（株）北秋田営業所

8,800,000                                                     

北秋田市松葉町12-22

7

4
（株）ウヌマ地域総研北秋田支社

8,800,000                                                     
北秋田市花園町20-13

                                            
北秋田市鷹巣字北中家下66-4

3
東邦技術（株）秋北営業所

8,800,000                                                     
北秋田市材木町6-30

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 令和元年11月29日 まで

1
柴田工事調査（株）北秋田営業所

8,500,000                                                     落札
北秋田市米代町5-30

2
奥山ボーリング（株）北秋田営業所

8,700,000         

概　　　要

1.機械ボーリング　Ｎ＝9箇所　（基幹）Ｎ＝9箇所
2.解析等調査業務　1式

場　　　所 北秋田市綴子字東館 地内ほか

種　　　別 地質調査業務

入札結果調書
入札日時 令和元年8月6日 午前9時10分

名　　　称 下水委鷹第2号 北部地質調査業務委託（鷹巣処理区）



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 23,400,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 25,740,000

うち消費税 b 2,340,000

15

14

13
（株）東京設計事務所秋田事務所

27,000,000        
秋田市飯島長野本町4-63　コーポアップルⅡ210

12
（株）オオバ秋田営業所

23,000,000        
秋田市八橋本町6-11-14

11
（株）NJS秋田出張所

22,000,000        
秋田市保戸野原の町6-36

8
（株）遠藤設計事務所

20,000,000        
秋田市保戸野千代田町9-43　

10
（株）ウヌマ地域総研北秋田支社

21,000,000        
北秋田市花園町20-13

9
（株）三木設計事務所北秋田営業所

20,000,000        
北秋田市米内沢字薬師下23

秋田市将軍野東2-15-71

6
（株）日水コン秋田事務所

19,000,000        

5
（株）日新技術コンサルタント秋田出張所

14,800,000                                                    

秋田市山王2-1-54

7
（株）創研コンサルタント

19,500,000        
秋田市山王1-9-22

4
オリジナル設計（株）秋田事務所

12,800,000                                                    
秋田市山王2-1-53

11,800,000                                                    
北秋田市松葉町3-12

3
（株）日本水工コンサルタント秋田出張所

11,950,000                                                    
秋田市八橋新川向5-30

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2月20日 まで

1
日本水工設計（株）北秋田事務所

9,000,000                                                     落札
北秋田市上杉字金沢433-2

2
新日本設計（株）東北支社秋田事務所北秋田営業所

場　　　所 北秋田市綴子字東館 地内ほか

種　　　別 土木関係建設コンサルタント業務（下水道）

概　　　要

1.開削工法　Ｌ＝2,367.00ｍ
（基幹）Ｌ＝1,655.00ｍ（単独）Ｌ＝712.00ｍ
2.マンホール形式ポンプ場　Ｎ＝4箇所
（基幹）Ｎ＝3箇所（単独）Ｎ＝1箇所　ほか

入札結果調書
入札日時 令和元年8月7日 午前10時

名　　　称 下水委鷹第1号 北部第二管渠詳細設計業務委託（鷹巣処理区その1）



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 9,690,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 10,659,000

うち消費税 b 969,000
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8
明治コンサルタント（株）秋田支店

12,000,000        
秋田市八橋字下八橋191-11

10

9

北秋田市松葉町3-12

6
（株）創研コンサルタント

11,500,000        

5
新日本設計（株）東北支社秋田事務所北秋田営業所

9,800,000                                                     

秋田市山王1-9-22

7
興建エンジニアリング（株）

11,500,000        
秋田市新屋比内町8-45

4
（株）ウヌマ地域総研北秋田支社

9,300,000                                                     
北秋田市花園町20-13

6,890,000                                                     
秋田市山王3-1-7

3
（株）オオバ秋田営業所

7,950,000                                                     
秋田市八橋本町6-11-14

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 令和元年12月6日 まで

1
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

6,000,000                                                     落札
秋田市中通2-1-36　マグナスビル

2
（株）福山コンサルタント秋田営業所

場　　　所 北秋田市鎌沢字新田 地内

種　　　別 土木関係建設コンサルタント業務（鋼構造及びコンクリート）

概　　　要

日景橋　架設：Ｓ45年　橋長：60.0ｍ　幅員：3.0（3.7）ｍ
1.現地詳細調査　Ｎ＝1橋
2.復元設計　Ｎ＝1橋
3.補修設計　Ｎ＝1橋　ほか

入札結果調書
入札日時 令和元年8月7日 午前10時

名　　　称 建道防委第9号 橋梁補修詳細設計業務委託（日景橋）



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 4,200,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 4,620,000

うち消費税 b 420,000
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9
戸田鉄工（株）

辞退
大館市餌釣字前田45

大館市釈迦内字稲荷山下19-1

8
秋田工営（株）

4,800,000         
大館市花岡町字前田123-1

大館市有浦2-2-11

6
熊谷施設工業（株）

4,500,000         

5
羽後電設工業（株）大館営業所

4,500,000                                                     

大館市水門町4-2

7
東光鉄工（株）

4,700,000         

4
（株）巽工業所

4,500,000                                                     
大館市中道2-2-35

                                            
大館市御成町4-2-6

3
日通プロパン鷹巣販売（有）

4,480,000                                                     
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2年2月25日 まで

1
大館桂工業（株）北秋田営業所

4,200,000                                                     落札
北秋田市大町2-8

2
三光テクノ（株）大館営業所

4,400,000         

1.返送汚泥ポンプ分解整備　1台

場　　　所 北秋田市鷹巣字小沼　地内 （鷹巣浄化センター内）

種　　　別 機械器具設置

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和元年8月7日 午前10時

名　　　称 下水修鷹第2号 返送汚泥ポンプ（No.1-1）修繕


