
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 3,280,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 3,608,000

うち消費税 b 328,000

15

14

13

12

11

8

10

9

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

3,700,000         3,400,000                               

7

4
M's設計室

3,660,000         3,430,000                               
北秋田市米代町5-28

2
（有）武石工務店

3,620,000         3,440,000                               
北秋田市下杉字狐森62-3

3
（有）奈良田建築設計事務所

3,650,000         3,445,000                               
北秋田市旭町4-31

北秋田市米内沢字七曲 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2年2月28日 まで

1
村岡建築事務所

3,450,000         3,100,000                               落札
北秋田市米内沢字寺の下31-3

種　　　別 建築関係コンサルタント業務（建築一般）

概　　　要

森吉球場照明鉄塔およびバックスクリーンスコアボード等解体

入札結果調書
入札日時 令和元年7月9日 午前9時10分

名　　　称 ス振委第23号 森吉野球場照明鉄塔等撤去工事設計業務及び設計監理業務委託

1.解体工事設計業務　一式
概算工事費　40,000,000円以内（税抜き）
設計成果品の提出期限は令和元年9月9日　ほか

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 590,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 649,000

うち消費税 b 59,000

15

14

13

12

11

8

10

9

北秋田市下杉字狐森62-3

6

5
（有）武石工務店

730,000                                                        

7

4
村岡建築事務所

700,000                                                        
北秋田市米内沢字寺の下31-3

2
M's設計室

670,000                                                        
北秋田市米代町5-28

3
（有）奈良田建築設計事務所

680,000                                                        
北秋田市旭町4-31

坊沢公民館 （北秋田市坊沢字善千鳥坂17）

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3月31日 まで

1
永井トシノリ一級建築設計事務所

590,000                                                        落札
北秋田市坊沢字深関街道下32

種　　　別 建築関係コンサルタント業務（建築一般）

概　　　要

1.耐震診断業務委託

入札結果調書
入札日時 令和元年7月9日 午前9時10分

名　　　称 坊公委第2号 坊沢公民館耐震診断業務委託

木造平屋建　570ｍ2　（昭和49年建築）
一般診断法による耐震診断

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 24,200,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 26,620,000

うち消費税 b 2,420,000

15

14

13

12

11

10

9

北秋田市鷹巣字北中家下66-4

8

北秋田市松葉町12-22

6
柴田工事調査（株）北秋田営業所

24,000,000        

5
創和技術（株）北秋田事務所

24,000,000                                                    

北秋田市米代町5-30

7
奥山ボーリング（株）北秋田営業所

24,500,000        

4
東邦技術（株）秋北営業所

24,000,000                                                    
北秋田市材木町6-30

2
（株）矢留測量設計鷹巣営業所

23,700,000                                                    
北秋田市鷹巣字西上綱20-1

3
（株）ウヌマ地域総研北秋田支社

23,800,000                                                    
北秋田市花園町20-13

北秋田市上杉字金沢 地内ほか

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2年2月12日 まで

1
技苑コンサル（株）

23,500,000                                                    落札
北秋田市綴子字古関120-6

種　　　別 土木関係コンサルタント業務（道路）

概　　　要

1.路線測量　Ｌ＝1.82ｋｍ

入札結果調書
入札日時 令和元年7月9日 午前9時10分

名　　　称 建道改委第3号 道路・橋梁詳細設計業務委託（１級市道　大野台幹線）

2.道路詳細設計（Ｂ）Ｌ＝1.82ｋｍ
3.一般構造物詳細設計　箱型函渠　Ｎ＝1箇所
4.一般調査　ＣＢＲ試験　Ｎ＝9箇所　ほか

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 2,550,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,805,000

うち消費税 b 255,000
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4

2,560,000                                                     
北秋田市花園町20-34

3
（株）鹿渡工業大館営業所

2,620,000                                                     
大館市字上町18-3

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 令和元年10月31日 まで

1
奥山ボーリング（株）北秋田営業所

2,500,000                                                     落札
北秋田市鷹巣字北中家下66-4

2
秋田ボーリング（株）北秋田営業所

場　　　所 北秋田市上杉字金沢 地内

種　　　別 土木関係コンサルタント業務（地質）、地質業務

概　　　要

1.機械ボーリング（１箇所）Ｌ＝10
2.標準貫入試験　Ｎ＝10回
3.スウェーデン式サウンディング（３箇所）Ｌ＝18ｍ
4.解析等調査　Ｎ＝１式　ほか

入札結果調書
入札日時 令和元年7月10日 午前10時

名　　　称 建道改委第4号 地質調査業務委託（１級市道　大野台幹線）



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 610,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 658,800

うち消費税 b 48,800

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4
柏木林業

600,000                                                        
北秋田市綴子字田中表122-1

2
山一林業（株）

590,000                                                        
北秋田市阿仁水無字上岱129-1

3
（有）木村林業

600,000                                                        
北秋田市阿仁比立内字前田表41-2

北秋田市森吉字連瀬沢1-2外 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8月30日 まで

1
古河林業緑化（株）

570,000                                                        落札
北秋田市阿仁銀山字下新町119-6

種　　　別 役務（森林伐採、間伐等）

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和元年7月10日 午前10時

名　　　称 林造委第1号 豊かな里山林整備事業・下刈り業務

1.下刈り（全刈り：１回刈り）Ａ＝3.29ｈａ

場　　　所


