
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 1,000,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,080,000

うち消費税 b 80,000
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（株）中央科学

985,000                                                        
秋田市卸町3-1-22

3

北秋田市消防本部 （北秋田市鷹巣字北中家下85）

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20日 まで

1
（株）シバタ医理科大館営業所

970,000                                                        落札
大館市片山町2-12-15

種　　　別 物品（道路標識・消防保安用品類）

概　　　要

静脈可視化装置一式

入札結果調書
入札日時 令和元年7月10日 午前10時

名　　　称 消防備第11号 救急用器材（静脈可視化装置一式）

アキュベイン　400Kit　アキュベイン用クランプ HF410
アキュベイン用バッテリー　BA400
※同等品可（要事前協議）　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 1,650,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,782,000

うち消費税 b 132,000
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2
（株）秋北文具

1,380,000                                                     
北秋田市住吉町4-26

3
（株）成文社

1,416,000                                                     
北秋田市鷹巣字上家下24

鷹巣東小学校 

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和元年9月1日 から 令和6年8月31日 まで

1
（資）かねき書店

1,314,000                                                     落札
北秋田市米内沢字黒沢12-8

種　　　別 物品（ＯＡ機器・通信用機械器具類）

概　　　要

複写機　1台　想定機種：富士ｾﾞﾛｯｸｽDocuCentre-V3070、

入札結果調書
入札日時 令和元年7月10日 午前10時

名　　　称 教小賃第1号 複写機賃貸借（鷹巣東小学校）

ｷﾔﾉﾝimageRUNNER　ADVANCE4535Ⅲ、ﾘｺｰimagine　change　MP3555
1.賃貸借料　9,500円×60ｹ月＝570,000円①　2.基本料金（300枚含む）1,800円×60ｹ月＝108,000円②

3.複写料金ﾓﾉｸﾛ　6円×2,700枚×60ｹ月＝972,000円③　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 42,000,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 45,360,000

うち消費税 b 3,360,000
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（株）アイネックス

41,352,000                                                    

2
東光コンピュータ・サービス（株）北秋田営業所

38,820,000                                                    

秋田市牛島西1-4-5

37,134,000                                                    落札
秋田市川尻町字大川反170-92

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

1
秋田ゼロックス（株）

北秋田市住吉町10-12

・教師専用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ2台　・校長用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ1台　・みらいｽｸｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ24台

場　　　所 鷹巣中学校 

3.周辺機器　・パソコン教室A3ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ1台ほか　ほか

期　　　間 令和元年9月1日 から 令和6年8月31日 まで

概　　　要

1.サーバー　・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾊﾞｰ　・教職員用ｻｰﾊﾞｰ　・生徒用ｻｰﾊﾞｰ

種　　　別 物品（ＯＡ機器・通信用機械器具類）、役務（情報処理、システム・ソフトウェア等の開発）

名　　　称 教学賃第4号 教育用コンピュータシステム賃貸借（鷹巣中学校）

入札結果調書
入札日時 令和元年7月10日 午前10時

2.ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ　・生徒用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ40台　・生徒用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ20台　・教職員用ﾉｰﾄ36台



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 13,200,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 14,256,000

うち消費税 b 1,056,000
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2
東光コンピュータ・サービス（株）北秋田営業所

8,760,000                                                     
北秋田市住吉町10-12

3
扶桑電通（株）秋田営業所

9,000,000                                                     
秋田市山王3-1-12

鷹巣図書館、森吉図書館、合川公民館図書室、阿仁公民館図書室、生涯学習課（コムコム内）、森吉庁舎

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和元年9月26日 から 令和6年9月25日 まで

1
（株）秋田電子計算センター

7,980,000                                                     落札
秋田市泉中央3-13-23

種　　　別 物品（ＯＡ機器・通信用機械器具類）、役務（情報処理、システム・ソフトウェア等の開発）

概　　　要

1.業務用ｻｰﾊﾞ1台　2.WEB検索用ｻｰﾊﾞ1台　3.業務用端末7台

入札結果調書
入札日時 令和元年7月10日 午前10時

名　　　称 教図賃第11号 北秋田市図書館コンピュータシステム賃貸借

4.利用者用開放端末4台　5.事務用端末2台　6.蔵書点検用ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ5台
7.ﾌﾟﾘﾝﾀ4台　8.図書館業務システム　1式　9.導入諸費用
※システム、各種機器については、要求機能、仕様書の要件を満たすものであれば同等品可とする（要同等品協議）

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 670,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 723,600

うち消費税 b 53,600
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（株）能代消防センター

799,800                                                        
能代市能代町字中川原33-57

2
秋田基準寝具（株）

664,300                                                        
秋田市八橋字イサノ6-1

3
ミドリ安全秋田（株）大館営業所

712,500                                                        
大館市釈迦内字上袋12-4

北秋田市花園町19番1号 北秋田市役所総務課

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
（株）タクト北秋営業所

536,855                                                        落札
北秋田市脇神字高村岱185

種　　　別 物品（道路標識・消防保安用品類）

概　　　要

単価契約　※数量は予定数

入札結果調書
入札日時 令和元年7月10日 午前10時

名　　　称 総務備第1号 北秋田市職員用作業衣

1.長袖ブルゾン　サンエスBC20661　110着
2.男性用ズボン　サンエスBC20664　78着
3.女性用ズボン　サンエスBC20668　32着　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 710,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 766,800

うち消費税 b 56,800
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秋田基準寝具（株）

666,310                                                        
秋田市八橋字イサノ6-1

2
ミドリ安全秋田（株）大館営業所

613,500                                                        
大館市釈迦内字上袋12-4

3
（株）能代消防センター

644,200                                                        
能代市能代町字中川原33-57

北秋田市花園町19番1号 北秋田市役所総務課

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
（株）タクト北秋営業所

553,110                                                        落札
北秋田市脇神字高村岱185

種　　　別 物品（道路標識・消防保安用品類）

概　　　要

単価契約　※数量は予定数

入札結果調書
入札日時 令和元年7月10日 午前10時

名　　　称 総務備第2号 北秋田市職員用防寒着

1.防寒コート　自重堂48343　59着
2.サイズアップ　EL、4L、5L

場　　　所


