
場　　　所 北秋田市根森田字木振沢　地内

種　　　別 測量業務

入札結果調書
入札日時 令和2年4月22日 午前9時10分

名　　　称 林道委第3号 緊急自然災害防止対策事業測量設計業務委託（もりよし線）

概　　　要

１．測量業務　Ｌ＝0.06ｋｍ【改築】
２．設計業務　Ｌ＝0.06ｋｍ【改築】

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6月8日 まで

1
（株）矢留測量設計鷹巣営業所

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

2
（有）測土開発

1,136,000                                                     
北秋田市綴子字糠沢上谷地244-2

3
創和技術（株）北秋田事務所

1,150,000                                                     
北秋田市松葉町12-22

4
奥山ボーリング（株）北秋田営業所

1,200,000                                                     
北秋田市鷹巣字北中家下66-4

5
技苑コンサル（株）

1,200,000                                                     

北秋田市米代町5-30

7
（有）奥羽測量設計事務所北秋田営業所

1,200,000         

北秋田市綴子字古関120-6

6
柴田工事調査（株）北秋田営業所

1,200,000         

9
（株）ウヌマ地域総研北秋田支社

1,260,000         
北秋田市花園町20-13

北秋田市花園町2-20

8 （有）ダイワ技術 1,250,000         
北秋田市東横町10-6

11

10                       

13

12

14

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 1,070,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,177,000

うち消費税 b 107,000

15



入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前11時30分

名　　　称 生衛セ解委第1号 米代流域衛生センター解体撤去工事発注支援業務委託

場　　　所 北秋田市脇神字三ツ屋岱1-1　地内

種　　　別 土木関係建設コンサルタント業務（廃棄物）かつ環境調査業務

概　　　要

設計・施工一括発注による解体工事の発注に向けた支援業務
１．基本設計の確認
２．見積仕様書の作成
３．入札関係図書の作成及び検討　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12月28日 まで

1
（株）東洋設計

2,950,000                                                     落札
石川県金沢市諸江町中丁212-1

2
（株）オオバ秋田営業所

3,100,000                                                     
秋田市八橋本町6-11-14

3
（株）環境技術研究所東北支店

4,100,000                                                     
宮城県仙台市青葉区本町1-12-12

4
八千代エンジニヤリング（株）北日本支店

4,500,000                                                     
宮城県仙台市青葉区二日町1-23

5
（株）エイト日本技術開発秋田営業所

6,200,000                                                     

7                       

秋田市山王3-1-7

6                       

8                       

10                       

9                       

12

11

14

13

予定価格 a 6,985,000

うち消費税 b 635,000

15

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 6,350,000

最低制限価格（消費税抜き） -



入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前11時30分

名　　　称 介保委第1号 北秋田市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画策定業務

場　　　所 北秋田市健康福祉部高齢福祉課

種　　　別 役務「その他（調査、計画）」

概　　　要

１．基礎統計データ等の整理・分析、社会環境・特性の把握
２．介護予防・日常生活圏域ニーズ調査設問設定
３．調査分析・集計・グラフ化
４．目標量設定　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3年3月31日 まで

1
（株）ぎょうせい東北支社

3,450,000                                                     落札
宮城県仙台市青葉区錦町1-6-31

2
Ｎｅｘｔ－ｉ(株)盛岡支店

4,300,000                                                     
岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1

3
富士商事（株）青森営業所

4,350,000                                                     
青森県青森市第二問屋町3-24-1

4
（株）サーベイリサーチセンター東北事務所

9,000,000                                                     
宮城県仙台市青葉区一番町2-4-1

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12

11

14

13

予定価格 a 4,801,500

うち消費税 b 436,500

15

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 4,365,000

最低制限価格（消費税抜き） -



入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前10時

名　　　称 林振委第1号 林道敷地伐開業務委託（大滝沢線）

場　　　所 北秋田市桂瀬字大滝沢　地内

種　　　別 役務「森林伐採、間伐等」

概　　　要

１．伐開作業　Ｌ＝1,179ｍ
２．伐開面積　Ａ＝6,530ｍ2

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8月31日 まで

1
大館北秋田森林組合

2,400,000                                                     落札
北秋田市脇神字佐助岱27-2

2                                                                   

3                                                                   

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

9                       

8                       

11                       

10                       

13

12                       

14

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 2,490,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,739,000

うち消費税 b 249,000

15



入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前10時30分

名　　　称 林施委第3号 翠雲公園施設管理及び清掃業務委託

場　　　所 北秋田市三木田字関ノ沢173-151　外

種　　　別 役務「樹木剪定、害虫駆除」

概　　　要

業務期間：令和2年5月1日～11月30日
1.草刈作業（芝生共）約80,000ｍ2×3回
2.あじさい剪定　約2,500株
3.清掃（側溝・道路・トイレ・敷地内）　ほか

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年5月1日 から 令和2年11月30日 まで

1
古河林業緑化（株）

2,220,000                                                     落札
北秋田市阿仁銀山字下新町119-6

2
かつら造園建設（株）

2,300,000                                                     
北秋田市綴子字田中大道下164-1

3                                                                   

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 2,448,600

うち消費税 b 222,600

15

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 2,226,000

最低制限価格（消費税抜き） -



入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前10時30分

名　　　称 都公管委第10号 米代児童公園管理委託

場　　　所 北秋田市花園町　地内

種　　　別 役務「樹木剪定、害虫駆除」

概　　　要

1.芝刈り（集草、搬出、処分）年9回
2.樹木の剪定、刈り込み（搬出、処分）年1回
3.園内清掃（トイレ除く）7カ月
4.施設冬囲い・撤去　ほか

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年5月1日 から 令和3年3月31日 まで

1
かつら造園建設（株）

1,200,000                                                     落札
北秋田市綴子字田中大道下164-1

2
古河林業緑化（株）

1,300,000                                                     
北秋田市阿仁銀山字下新町119-6

3                                                                   

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 1,320,000

うち消費税 b 120,000

15

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 1,200,000

最低制限価格（消費税抜き） -



入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前10時30分

名　　　称 都公管委第11号 中央公園管理委託

場　　　所 北秋田市脇神　地内

種　　　別 役務「樹木剪定、害虫駆除」

概　　　要

1.公園清掃、草取り、剪定、冬囲設置撤去　2人体制
2.草刈（広場・平場・斜面）年5回
3.桜の剪定　年1回
4.枯枝・病気・腐蝕枝の伐採　一式　ほか

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年5月1日 から 令和3年3月31日 まで

1
かつら造園建設（株）

7,280,000                                                     落札
北秋田市綴子字田中大道下164-1

2
古河林業緑化（株）

7,400,000                                                     
北秋田市阿仁銀山字下新町119-6

3                                                                   

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 8,008,000

うち消費税 b 728,000

15

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 7,280,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 役務「敷地・施設内の清掃」かつ県の登録（建築物環境衛生総合管理業の登録又は建築物清掃業登録証明書）

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前10時30分

名　　　称 管財委第3号 本庁舎清掃業務委託（５月～３月）

1.期間　令和2年5月1日～令和3年3月31日　11カ月
2.勤務時間　13:00から閉庁後の塵芥処分作業完了まで
3.勤務日　土日祝祭日を除く毎日
4.清掃等作業区域　庁舎各階全部の清掃（市長室、応接室、厨房を除く）　ほか

場　　　所 北秋田市役所本庁舎

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年5月1日 から 令和3年3月31日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

1,357,400                                                     落札
北秋田市脇神字高村岱185

2
東北ビル管財（株）北秋田営業所

1,400,000                                                     
北秋田市材木町10-1

3
（株）友愛ビルサービス

1,420,000                                                     
秋田市山王3-1-7

4
（株）シーテック

1,450,000                                                     
能代市字昇平岱30-20

5
（株）トップス

1,520,000                                                     

大館市字水門前75-2

7
（株）秋田東北ダイケン

辞退

秋田市泉釜ノ町22-13

6
太平ビルサービス（株）大館営業所

1,560,000         

秋田市中通2-2-32

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 1,573,000

うち消費税 b 143,000

15

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 1,430,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 役務「敷地・施設内の清掃」かつ県の登録（建築物環境衛生総合管理業の登録又は建築物清掃業登録証明書）

概　　　要

1.委託期間　令和2年5月1日～令和3年3月31日

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前10時30分

名　　　称 ふれあい委第2号 北秋田市民ふれあいプラザ清掃業務委託

2.清掃作業区域　北秋田市民ふれあいプラザ館内及び敷地内
3.勤務形態　勤務時間8:30～15:00（週7日）、休憩時間12:00～13:00
休息時間10:00～10:15、勤務を要しない日：原則なし　ほか

場　　　所 北秋田市民ふれあいプラザ（花園町10-5）

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年5月1日 から 令和3年3月31日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

2,046,000                                                     落札
北秋田市脇神字高村岱185

2
東北ビル管財（株）北秋田営業所

2,140,000                                                     
北秋田市材木町10-1

3
（株）友愛ビルサービス

2,200,000                                                     
秋田市山王3-1-7

4
（株）シーテック

2,285,000                                                     
能代市字昇平岱30-20

5
（株）トップス

2,300,000                                                     

大館市字水門前75-2

7
（株）秋田東北ダイケン

辞退

秋田市泉釜ノ町22-13

6
太平ビルサービス（株）大館営業所

2,355,000         

秋田市中通2-2-32

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 2,299,000

うち消費税 b 209,000

15

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 2,090,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 役務「敷地・施設内の清掃」かつ県の登録（建築物環境衛生総合管理業の登録又は建築物清掃業登録証明書）

概　　　要

1.期間　令和2年5月1日～令和3年3月31日　11ｹ月

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前10時30分

名　　　称 教交委第9号 北秋田市交流センター日常清掃業務委託

2.勤務時間　8:30～15:00(週7日)
　休憩時間　12:00～13:00
　休息時間　10:00～10:15　ほか

場　　　所 北秋田市材木町2番2号　地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年5月1日 から 令和3年3月31日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

2,035,000                                                     落札
北秋田市脇神字高村岱185

2
東北ビル管財（株）北秋田営業所

2,172,000                                                     
北秋田市材木町10-1

3
（株）友愛ビルサービス

2,223,000                                                     
秋田市山王3-1-7

4
太平ビルサービス（株）大館営業所

2,420,000                                                     
大館市字水門前75-2

5
（株）トップス

2,480,000                                                     

能代市字昇平岱30-20

7
（株）秋田東北ダイケン

辞退

秋田市泉釜ノ町22-13

6
（株）シーテック

2,555,000         

秋田市中通2-2-32

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 2,286,900

うち消費税 b 207,900

15

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 2,079,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 役務「敷地・施設内の清掃」かつ県の登録（建築物環境衛生総合管理業の登録又は建築物清掃業登録証明書）

概　　　要

1.期間　令和2年5月1日～令和3年3月31日　11ｹ月

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前10時30分

名　　　称 教文委第12号 北秋田市文化会館日常清掃業務委託

2.勤務時間　8:30～15:00(週6日)
　休憩時間　12:00～13:00
　休息時間　10:00～10:15　ほか

場　　　所 北秋田市材木町2番3号　地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年5月1日 から 令和3年3月31日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

1,694,000                                                     落札
北秋田市脇神字高村岱185

2
東北ビル管財（株）北秋田営業所

1,750,000                                                     
北秋田市材木町10-1

3
（株）友愛ビルサービス

1,854,000                                                     
秋田市山王3-1-7

4
（株）シーテック

1,914,000                                                     
能代市字昇平岱30-20

5
（株）トップス

1,950,000                                                     

大館市字水門前75-2

7
（株）秋田東北ダイケン

辞退

秋田市泉釜ノ町22-13

6
太平ビルサービス（株）大館営業所

2,060,000         

秋田市中通2-2-32

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 1,911,800

うち消費税 b 173,800

15

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 1,738,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 役務「敷地・施設内の清掃」かつ県の登録（建築物環境衛生総合管理業の登録又は建築物清掃業登録証明書）

概　　　要

1.管理技術者選任料　11ｹ月

入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前10時30分

名　　　称 教文委第13号 北秋田市文化会館環境衛生管理業務委託

2.空気環境測定　6回
　　湿度・相対湿度・気流・ｶﾞｽ・浮遊粉塵量・CO・CO₂
3.ねずみ・害虫駆除(館内)　2回　ほか

場　　　所 北秋田市材木町2番3号　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3年3月31日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

768,000                                                        落札
北秋田市脇神字高村岱185

2
イオンディライト（株）東北支社秋田支店

795,000                                                        
秋田市手形山﨑町11-35

3
東北ビル管財（株）北秋田営業所

920,000                                                        
北秋田市材木町10-1

4
（株）友愛ビルサービス

950,000                                                        
秋田市山王3-1-7

5
（株）シーテック

955,000                                                        

秋田市泉釜ノ町22-13

7
（株）秋田東北ダイケン

辞退

能代市字昇平岱30-20

6
（株）トップス

970,000            

9                       

秋田市中通2-2-32

8                       

11                       

10                       

13                       

12                       

14

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 843,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 927,300

うち消費税 b 84,300

15



入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前10時30分

名　　　称 管財委第13号 本庁舎空調設備保守点検業務委託

場　　　所 北秋田市花園町　地内

種　　　別 役務「機械設備保全管理・管」

概　　　要

1.冷温水機切替作業
2.エアコン設備保守点検
3.その他の機器保守点検

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3年3月31日 まで

1
日通プロパン鷹巣販売（有）

1,000,000                                                     落札
北秋田市綴子字中堤82-2

2                                                                   

3                                                                   

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 1,137,400

うち消費税 b 103,400

15

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 1,034,000

最低制限価格（消費税抜き） -



入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前10時30分

名　　　称 森公委第1号 森吉コミュニティセンター空調設備保守点検業務委託

場　　　所 北秋田市米内沢字寺ノ下　地内

種　　　別 役務「機械設備保全管理・管」

概　　　要

1.冷温水発生機　吸収式　2台　冷暖房切替、機器点検　年2回
2.冷却塔　1基　清掃、点検、水抜き　年2回
3.冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ　1台　電流値他点検　年1回
4.冷温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(WP-1～6)　6台　電流値他点検　年1回　　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3年3月31日 まで

1
（有）ヤマグチ

1,050,000                                                     落札
北秋田市阿仁荒瀬字向岱10

2
大館桂工業（株）北秋田営業所

1,060,000                                                     
北秋田市大町2-8

3
日通プロパン鷹巣販売（有）

1,110,000                                                     
北秋田市綴子字中堤82-2

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 1,230,900

うち消費税 b 111,900

15

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 1,119,000

最低制限価格（消費税抜き） -



入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前10時30分

名　　　称 教文委第14号 北秋田市文化会館空調設備保守点検業務委託

場　　　所 北秋田市材木町2番3号　地内

種　　　別 役務「機械設備保全管理・管」

概　　　要

1.冷温水発生機点検整備　1式
2.ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ点検整備　1式
3.ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ点検整備　1式
4.天井埋込ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ点検整備　天井ｶｾｯﾄ、隠蔽型、床置　1式　ほか

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年5月1日 から 令和3年3月31日 まで

1
日通プロパン鷹巣販売（有）

1,490,000                                                     落札
北秋田市綴子字中堤82-2

2
大館桂工業（株）北秋田営業所

1,540,000                                                     
北秋田市大町2-8

3
（有）ヤマグチ

1,595,000                                                     
北秋田市阿仁荒瀬字向岱10

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 1,760,000

うち消費税 b 160,000

15

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 1,600,000

最低制限価格（消費税抜き） -



入札結果調書
入札日時 令和2年4月23日 午前10時30分

名　　　称 北秋阿総委第1号 阿仁庁舎空調設備保守点検業務委託

場　　　所 北秋田市阿仁銀山字下新町　地内

種　　　別 役務「機械設備保全管理・管」

概　　　要

1.冷温水発生機(RH-1)　吸収式　80RT 年4回
2.冷却塔(CT-1)　角型低騒　年2回
3.温水機(BH-1)　真空式　2回路　年1回
4.計装機器(CP-1、CP-2)　監視盤(ｽﾏｰﾄｽｸﾘｰﾝ含む)　年2回　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3年3月31日 まで

1
（有）ヤマグチ

1,100,000                                                     落札
北秋田市阿仁荒瀬字向岱10

2
大館桂工業（株）北秋田営業所

1,150,000                                                     
北秋田市大町2-8

3
日通プロパン鷹巣販売（有）

1,150,000                                                     
北秋田市綴子字中堤82-2

4                                                                   

5                                                                   

7                       

6                       

8                       

10                       

9                       

12                       

11                       

14

13                       

予定価格 a 1,295,800

うち消費税 b 117,800

15

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 1,178,000

最低制限価格（消費税抜き） -


