
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 3,380,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 3,718,000

うち消費税 b 338,000
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秋田市山王6-10-9　猿田興業ビル

3
（株）パスコ秋田支店

6,000,000         
秋田市山王2-1-60

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
（株）ナカノアイシステム秋田支店

2,900,000         落札
秋田市八橋本町5-8-31

2
国際航業（株）秋田営業所

3,900,000         

概　　　要

1.森林情報のデータ化
2.意向調査対象森林の抽出
3.森林所有者リスト作成
4.優先度・重点地区ゾーニング　ほか

場　　　所 北秋田市産業部農林課 

種　　　別 測量業務

入札結果調書
入札日時 令和元年6月26日 午前10時

名　　　称 林振委第4号 森林経営意向調査全体計画作成業務委託



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 740,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 814,000

うち消費税 b 74,000
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8
（株）北日本朝日航洋秋田支店

850,000            
秋田市保戸野千代田町14-12

10                       

9                       

北秋田市米代町5-30

6
（株）矢留測量設計鷹巣営業所

770,000            

5
柴田工事調査（株）北秋田営業所

750,000            

北秋田市鷹巣字西上綱20-1

7
佐藤測量設計（株）

830,000            
横手市平鹿町醍醐字四ツ屋28-3

4
（株）興和技術コンサルタント

750,000            
大仙市大曲上栄町1-5

2
興建エンジニアリング（株）

720,000            
秋田市新屋比内町8-45

3
（株）共和技研

730,000            
能代市二ツ井町字塚台58-1

北秋田市伊勢町 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3月6日 まで

1
技苑コンサル（株）

700,000            落札
北秋田市綴子字古関120-6

種　　　別 測量業務かつ地籍調査管理技術者配置

概　　　要

1.調査面積　　0.11ｋｍ2

入札結果調書
入札日時 令和元年6月26日 午前10時

名　　　称 財地委第3号 地籍図作成・地積測定業務委託（鷹巣第1）

2.作業工程　ＦⅡ－2、Ｇ、Ｈ
3.地積測定筆数　256筆（調査後）
　ほか

場　　　所



秋田市山王5-7-30

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。

15
中央開発（株）秋田営業所

43,000,000        

入札比較価格 a-b 24,000,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 26,400,000

うち消費税 b 2,400,000

16
応用地質（株）秋田営業所

辞退
秋田市山王2-2-17

14
（株）オオバ秋田営業所

25,000,000        
秋田市八橋本町6-11-14

13
（株）三木設計事務所北秋田営業所

24,000,000        
北秋田市米内沢字薬師下23

12
（株）日水コン秋田事務所

24,000,000        
秋田市山王2-1-54

11
（株）遠藤設計事務所

23,000,000        
秋田市保戸野千代田町9-43　

8
（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

10
（株）協和コンサルタンツ秋田営業所

21,500,000        
秋田市山王3-1-7

9
（株）パスコ秋田支店

21,207,000        
秋田市山王2-1-60

秋田市飯島長野本町4-63　コーポアップルⅡ210

6
日本水工設計（株）北秋田事務所

19,000,000        

5
（株）東京設計事務所秋田事務所

19,000,000        

北秋田市上杉字金沢433-2

7
（株）NJS秋田出張所

20,000,000        
秋田市保戸野原の町6-36

4
新日本設計（株）東北支社秋田事務所北秋田営業所

17,800,000        
北秋田市松葉町3-12

2
（株）日本水工コンサルタント秋田出張所

9,760,000         
秋田市八橋新川向5-30

3
（株）日新技術コンサルタント秋田出張所

15,000,000        
秋田市将軍野東2-15-71

北秋田市下杉字家の下 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 令和元年11月29日 まで

1
オリジナル設計（株）秋田事務所

8,170,000         落札
秋田市山王2-1-53

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＝3,671.00ｍ

入札結果調書
入札日時 令和元年6月26日 午前10時

名　　　称 下水委米第1号 施設統廃合管渠詳細設計業務委託（米内沢処理区その１）

2.マンホール形式ポンプ場　Ｎ＝2
3.試験堀工　Ｎ＝6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 7,580,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 8,338,000

うち消費税 b 758,000
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2
奥山ボーリング（株）北秋田営業所

7,300,000         
北秋田市鷹巣字北中家下66-4

3
（株）鹿渡工業大館営業所

7,500,000         
大館市字上町18-3

北秋田市下杉字家の下 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 令和元年10月31日 まで

1
秋田ボーリング（株）北秋田営業所

7,200,000         落札
北秋田市花園町20-34

種　　　別 土木関係建設コンサルタント業務「地質」

概　　　要

1.機械ボーリング　Ｎ＝11箇所

入札結果調書
入札日時 令和元年6月26日 午前10時

名　　　称 下水委米第2号 施設統廃合地質調査業務委託（米内沢処理区）

2.解析等調査業務　1式

　ほか

場　　　所


