
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 5,300,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 5,830,000

うち消費税 b 530,000

15

14

13

12

11

10

9

8

北秋田市米内沢字寺の下31-3

6

5
村岡建築事務所

5,000,000                                                     

7

4
永井トシノリ一級建築設計事務所

4,950,000                                                     
北秋田市坊沢字深関街道下32

                                            
北秋田市米代町5-28

3
（有）武石工務店

4,810,000                                                     
北秋田市下杉字狐森62-3

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
（有）奈良田建築設計事務所

4,560,000                                                     落札
北秋田市旭町4-31

2
M's設計室

4,800,000         

概　　　要

1.工事内容：屋外プールの建設
既存コンクリート製プール及び木造平屋建付属棟の解体・整地
跡地への屋外プール建設（25ｍ×7～8コース、低学年用プール2～3コース）
木造平屋建付属棟建設（男女更衣室、シャワー室、男女便所、倉庫、機械室）　ほか

場　　　所 北秋田市脇神字塚ノ岱165-1 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7月23日 午前9時10分

名　　　称 教小委第34号 設計業務委託（鷹巣南中学校プール改築工事）



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 8,000,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 8,800,000

うち消費税 b 800,000

15

14

13

12
興建エンジニアリング（株）

9,850,000         
秋田市新屋比内町8-45

11
明治コンサルタント（株）秋田支店

9,000,000         
秋田市八橋字下八橋191-11

10
（株）さくら技研

8,600,000         
秋田市川尻町字大川反170-26

9
新日本設計（株）東北支社秋田事務所北秋田営業所

8,500,000         
北秋田市松葉町3-12

北秋田市鷹巣字西上綱20-1

8
（株）オオバ秋田営業所

8,400,000         
秋田市八橋本町6-11-14

秋田市中通7-2-20-201

6
（株）ウヌマ地域総研北秋田支社

7,900,000         

5
（株）フルテック秋田支店

7,506,000                                                     

北秋田市花園町20-13

7
（株）矢留測量設計鷹巣営業所

8,250,000         

4
ジオテックコンサルタンツ(株)

6,698,000                                                     
秋田県秋田市新屋鳥木町1-74

                                            
秋田市大平台4-8-18

3
（株）福山コンサルタント秋田営業所

5,686,000                                                     
秋田市山王3-1-7

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5日 まで

1
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

3,900,000                                                     落札
秋田市中通2-1-36　マグナスビル

2
（株）東北開発コンサルタント秋田営業所

5,500,000         

概　　　要

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

場　　　所 北秋田市森吉字桐内沢外30国有林 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）

入札結果調書
入札日時 令和元年7月24日 午前10時

名　　　称 建道防委第6号 橋梁補修詳細設計業務委託（東の又橋）



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 830,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 896,400

うち消費税 b 66,400

15

14

13                       

12                       

11                       

8                       

10                       

9                       

6                       

5                                                                   

7                       

4                                                                   

2
（有）旭工芸

700,000                                                        
北秋田市鷹巣字南中家下7-2

3                                                                   

北秋田市栄字中小又沢8-1 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30日 まで

1
（有）髙橋看板舗

508,000                                                        落札
北秋田市東横町5-10

種　　　別 物品（看板、広告類）

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和元年7月24日 午前10時

名　　　称 林振委第8号 友好の森看板製作業務委託

1.看板製作　4基
看板面　Ｈ1,200ｍｍ×Ｗ1,200ｍｍ
支柱100角材2本　地上高2,400ｍｍ
防腐剤注入、切り文字（シート張り）　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 3,620,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 3,909,600

うち消費税 b 289,600

15

14

13                       

12                       

11                       

8                       

10                       

9                       

6                       

5                                                                   

7                       

4                                                                   

2
日通プロパン鷹巣販売（有）

3,400,000                                                     
北秋田市綴子字中堤82-2

3
（有）安藤電機

3,490,000                                                     
北秋田市米内沢字大野岱12-11

北秋田市鷹巣字南中家下37-1 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30日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

3,300,000                                                     落札
北秋田市脇神字高村岱185

種　　　別 役務（消防設備等保守点検）

概　　　要

1.消火栓ポンプユニット取替え

入札結果調書
入札日時 令和元年7月24日 午前10時

名　　　称 教小修第2号 消火栓ポンプユニット交換（鷹巣小学校）

2.制御盤改造

場　　　所


