
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 605,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 665,500

うち消費税 b 60,500

15

14

13

12

11

10

9

8

7

北秋田市下杉字狐森62-3

6

北秋田市米代町5-28

5
（有）武石工務店

710,000                                                        

北秋田市旭町4-31

4
M's設計室

680,000                                                        

北秋田市坊沢字深関街道下32

3
（有）奈良田建築設計事務所

680,000                                                        

                      落札
北秋田市米内沢字寺の下31-3

2
永井トシノリ一級建築設計事務所

670,000                                                        

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20日 まで

1
村岡建築事務所

600,000                                  

概　　　要

1.躯体・外壁等調査　Ｎ＝1式
2.調査解析（工法検討）　Ｎ＝1式
3.実施設計　Ｎ＝1式
概算工事費　5150千円（税抜）　ほか

場　　　所 北秋田市 阿仁水無地内

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11月6日 午前9時10分

名　　　称 ス振委第35号 阿仁体育館外部修繕調査設計業務



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 2,400,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,640,000

うち消費税 b 240,000

15

14

13

12

11

10

9

8

7

北秋田市坊沢字深関街道下32

6

北秋田市旭町4-31

5
永井トシノリ一級建築設計事務所

2,350,000                                                     

北秋田市米内沢字寺の下31-3

4
（有）奈良田建築設計事務所

2,350,000                                                     

北秋田市米代町5-28

3
村岡建築事務所

2,300,000                                                     

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

2
M's設計室

2,300,000                                                     

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19日 まで

1
（有）武石工務店

2,160,000                               

合川駅前公民館解体工事に係る以下の業務
Ｓ42年建築　Ｓ造、一部ＲＣ造　1,501.87ｍ2
・設計図書及び工事費の見積書作成
・工事発注用図書の作成　ほか

場　　　所 北秋田市新田目 字大野82-1地内

種　　　別 建築関係建設コンサルタント業務（建築一般）

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和元年11月6日 午前9時10分

名　　　称 合公委第1号 合川駅前公民館解体工事設計業務委託



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 2,600,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,860,000

うち消費税 b 260,000

15

14

13

12

11

10

9

8

7

北秋田市下杉字狐森62-3

6

北秋田市米内沢字寺の下31-3

5
（有）武石工務店

2,600,000                                                     

北秋田市坊沢字深関街道下32

4
村岡建築事務所

2,600,000                                                     

北秋田市旭町4-31

3
永井トシノリ一級建築設計事務所

2,600,000                                                     

                      落札
北秋田市米代町5-28

2
（有）奈良田建築設計事務所

2,600,000                                                     

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19日 まで

1
M's設計室

2,450,000                               

合川公民館解体工事に係る以下の業務
Ｓ57年建築　ＲＣ造、一部Ｓ造　1,338.00ｍ2
・設計図書及び工事費の見積書作成
・工事発注用図書の作成　ほか

場　　　所 北秋田市李岱 字下豊田25地内

種　　　別 建築関係建設コンサルタント業務（建築一般）

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和元年11月6日 午前9時10分

名　　　称 合公委第2号 合川公民館（合川農村環境改善センター）解体工事設計業務委託



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 8,160,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 8,976,000

うち消費税 b 816,000

15

14

13

12

11

10

9

8

秋田市新屋比内町8-45

6
明治コンサルタント（株）秋田支店

11,000,000        

5
興建エンジニアリング（株）

9,000,000                                                     

秋田市八橋字下八橋191-11

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

                                            
秋田市中通7-2-20-201

3
（株）さくら技研

8,560,000                                                     
秋田市川尻町字大川反170-26

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17日 まで

1
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

4,950,000                                                     落札
秋田市中通2-1-36　マグナスビル

2
（株）フルテック秋田支店

7,479,000         

概　　　要

学校橋（ＲＣ床版橋鋼桁橋）
架設：Ｓ30年　橋長：3.9ｍ　幅員5.1（5.4）ｍ
1.現地詳細調査　Ｎ＝1橋
2.復元設計　Ｎ＝1橋　ほか

場　　　所 北秋田市米内沢 字黒沢地内

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11月7日 午前10時

名　　　称 建道防委第13号 橋梁補修詳細設計業務委託（学校橋）



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 6,200,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 6,820,000

うち消費税 b 620,000

15

14

13

12
（有）武石工務店

辞退
北秋田市下杉字狐森62-3

11
（有）アイ設計

辞退
秋田県大館市字新町19

10
庸五建築事務所

15,065,000        
大館市岩瀬字杉子沢1-24

9
（株）渡辺佐文建築設計事務所

11,300,000        
秋田市山王沼田町6-8

秋田市保戸野すわ町14-23

8 （株）甲設計事務所 10,279,200        
秋田市山王3-8-34　山王ツインビル

大館市字桜町7

7
（株）汎建築設計事務所

10,000,000        

秋田市旭北錦町3-14

6
（株）恒谷汲川建築設計事務所

9,440,000         

秋田市山王6-9-10　山王杉山マンション101

5
（株）小野建築研究所

8,950,000                                                     

大館市美園町4-52

4
奔建築設計事務所

7,100,000                                                     

秋田市山王3-1-7　東カンビル

3
（株）田中建築設計事務所

5,936,000                                                     

                      落札
秋田市千秋矢留町5-1　メゾン・ド・セドール102号

2
（株）小畑設計事務所

5,400,000                                                     

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19日 まで

1
（株）間建築設計事務所

4,400,000                               

1.解体工事の実施設計
2.解体工事の工事費算出

場　　　所 北秋田市下杉 字中島地内

種　　　別 建築関係建設コンサルタント業務（建築一般）

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和元年11月7日 午前10時

名　　　称 管財委第29号 旧合川高等学校校舎解体工事設計業務委託


