
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 2,300,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,530,000

うち消費税 b 230,000

15

14

13

12

11

10
（有）ダイワ技術

辞退
北秋田市東横町10-6

9
創和技術（株）北秋田事務所

2,400,000         
北秋田市松葉町12-22

北秋田市米代町5-30

8 （株）緑設計北秋田営業所 2,350,000         
北秋田市阿仁根子字根子又83

北秋田市鷹巣字北中家下66-4

7
柴田工事調査（株）北秋田営業所

2,350,000         

北秋田市花園町20-13

6
奥山ボーリング（株）北秋田営業所

2,300,000         

北秋田市綴子字糠沢上谷地244-2

5
（株）ウヌマ地域総研北秋田支社

2,300,000                                                     

北秋田市鷹巣字西上綱20-1

4
（有）測土開発

2,290,000                                                     

北秋田市綴子字古関120-6

3
（株）矢留測量設計鷹巣営業所

2,260,000                                                     

                      落札
北秋田市花園町2-20

2
技苑コンサル（株）

2,250,000                                                     

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6月16日 まで

1
（有）奥羽測量設計事務所北秋田営業所

2,150,000                               

概　　　要

１．測量業務　Ｌ＝0.1ｋｍ
２．設計業務　1式

場　　　所 北秋田市三木田字石渕　地内

種　　　別 測量業務

入札結果調書
入札日時 令和2年5月12日 午前9時10分

名　　　称 林道改委第1号 林道改良事業測量設計業務委託（孫七沢線）



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 730,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 803,000

うち消費税 b 73,000

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

北秋田市旭町4-31

5

北秋田市米代町5-28

4
（有）奈良田建築設計事務所

840,000                                                        

北秋田市坊沢字深関街道下32

3
M's設計室

780,000                                                        

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

2
永井トシノリ一級建築設計事務所

770,000                                                        

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9月28日 まで

1
（有）武石工務店

710,000                                  

1.工事監理業務
（住居棟：木造平屋建131.42ｍ2＝1棟、175.22ｍ2＝1棟）
※本件は第三者監理方式によることとし、当該設計業務（令和元年11月1日締結
南鷹巣団地第５期建設実施設計業務委託）の受託者は受注できない。　ほか

場　　　所 北秋田市鷹巣字平崎上岱13-146、13-193　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2年5月12日 午前9時10分

名　　　称 都住建委第2号 南鷹巣団地第５期建設工事監理業務委託



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 6,700,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 7,370,000

うち消費税 b 670,000

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

東京都千代田区神田駿河台2-9

3

2
（株）ニチイ学館

7,866,000         辞退                       

6,750,000         6,700,000                               落札
北秋田市材木町10-1

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

1
東北ビル管財（株）北秋田営業所

　　　　　受付窓口業務、ｶﾙﾃ抽出･搬送業務、会計入力業務　ほか

期　　　間 令和2年6月1日 から 令和3年3月31日 まで

概　　　要

医事業務委託
1.期間　令和2年6月1日～令和3年3月31日　10ｹ月
2.業務内容　医療事務業務　一式

場　　　所 北秋田市米内沢字林ノ腰　地内

種　　　別 役務「その他（医療事務）」

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前10時30分

名　　　称 米診委第2号 医事業務委託（６～３月）



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 2,350

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,585

うち消費税 b 235

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

北秋田市材木町10-1

3

                      落札
東京都千代田区神田駿河台2-9

2
東北ビル管財（株）北秋田営業所

3,000                                                           

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年6月1日 から 令和3年3月31日 まで

1
（株）ニチイ学館

2,300                                     

医療事務業務　【単価契約】入札額は1時間当たり単価（税抜き）
1.期間　令和2年6月1日～令和3年3月31日　10ｹ月
2.業務内容（１）受付窓口業務　（２）カルテ抽出・搬送業務
　　　　　（３）会計入力業務　ほか

場　　　所 北秋田市李岱字下豊田20　北秋田市国民健康保険合川診療所

種　　　別 役務「その他（医療事務）」

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前10時30分

名　　　称 合診委第3号 医療事務業務委託



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 7,692,300

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 8,461,530

うち消費税 b 769,230

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

北秋田市綴子字田中下モ10

2
秋北バス（株）

7,517,000                                                     
大館市御成町1-11-25

1
あきた北観光バス（株）

7,343,000                                                     落札

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

①登校1回、下校4回　＠62,700日×15日　②登校1回、下校3回　＠49,500×70日　ほか

期　　　間 令和2年6月1日 から 令和3年3月31日 まで

概　　　要

合川地区の遠距離通学児童・生徒の登下校の送迎
1.契約車両（中型）　1台【単価契約】　　　2.片路距離　15km
3.単価設定

場　　　所 北秋田市合川地内

種　　　別 役務「その他（貸切バス）」

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前10時30分

名　　　称 教学委第5号 合川小・中学校スクールバス運行業務委託（6～3月分）



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 8,908,460

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 9,799,306

うち消費税 b 890,846

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

北秋田市綴子字田中下モ10

3

                      落札
大館市御成町1-11-25

2
あきた北観光バス（株）

9,222,000                                                     

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年6月1日 から 令和3年3月31日 まで

1
秋北バス（株）

8,098,600                               

1.契約車両（大型）　1台【単価契約】　　　2.片路距離　15km
3.単価設定
①登校1回、下校4回　＠66,990×2日　②登校1回、下校3回　＠56,760×77日　ほか

場　　　所 北秋田市森吉地内

種　　　別 役務「その他（貸切バス）」

概　　　要

森吉地区の遠距離通学児童・生徒の登下校の送迎

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前10時30分

名　　　称 教学委第6号 森吉中学校・米内沢小学校スクールバス運行業務委託（6～3月分）



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 4,900,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 5,390,000

うち消費税 b 490,000

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

北秋田市材木町10-1

3

                      落札
北秋田市綴子字田中大道下154

2
東北ビル管財（株）北秋田営業所

6,750,000                                                     

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和2年6月1日 から 令和3年3月31日 まで

1
（株）ジェイエイ大館・北秋田葬祭センター

4,450,000                               

2.特別清掃業務（床ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ年3回、外壁･ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ年1回ほか）
3.空調機保守点検・分解清掃業務
4.蓮池清掃業務（年1回）　ほか

場　　　所 北秋田市綴子字作坂　地内

種　　　別 役務「公共施設運転管理」又は「その他（葬祭業務）」

概　　　要

1.斎場管理業務（火葬、ｾﾚﾓﾆｰ）一式

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前10時30分

名　　　称 北生環斎委第5号 鷹巣斎場火葬等業務委託（6月～3月分）



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 1,500,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,650,000

うち消費税 b 150,000

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

北秋田市綴子字中堤82-2

3

                      落札
北秋田市大町2-8

2
日通プロパン鷹巣販売（有）

1,520,000                                                     

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3年3月31日 まで

1
大館桂工業（株）北秋田営業所

1,460,000                               

1.空調設備
　冷温水発生機冷暖房切替点検、温水ﾋｰﾀｰ、各種ﾎﾟﾝﾌﾟ、
　各種ﾀﾝｸ類、外調機、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機、ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ
2.自動制御装置点検　ほか

場　　　所 北秋田市米内沢字七曲　地内

種　　　別 役務「機械設備保全管理・管」

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和2年5月13日 午前11時

名　　　称 北秋森総委第9号 森吉庁舎空調衛生設備保守点検業務委託


