
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 866,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 952,600

うち消費税 b 86,600

15

14

13
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8
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9

6

5

7

4

2
（有）安藤電機

930,000            880,000                                  
北秋田市米内沢字大野岱12-11

3

北秋田市阿仁水無字大町146番地1

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30日 まで

1
（有）片岡電気工事

926,000            860,000                                  落札
北秋田市阿仁吉田字町頭16

種　　　別 電気工事Ａ

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和2年5月27日 午前11時

名　　　称 阿公修第1号 阿仁公民館高圧負荷開閉器等取替修繕

１．高圧負荷開閉器取替　１台
２．柱上高圧負荷開閉器取替　１台
３．東北電力申請等　１式
　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 3,170,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 3,487,000

うち消費税 b 317,000

15

14

13

12

11

10

9
戸田鉄工（株）

辞退
大館市餌釣字前田45

大館市釈迦内字稲荷山下19-1

8 秋田工営（株） 辞退
大館市花岡町字前田123-1

北秋田市綴子字中堤82-2

6
（株）巽工業所

3,100,000         

5
日通プロパン鷹巣販売（有）

3,100,000                                                     

大館市中道2-2-35

7
東光鉄工（株）

3,200,000         

4
熊谷施設工業（株）

3,050,000                                                     
大館市水門町4-2

                                            
大館市御成町4-2-6

3
羽後電設工業（株）大館営業所

3,000,000                                                     
大館市有浦2-2-11

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10月30日 まで

1
大館桂工業（株）北秋田営業所

2,950,000                                                     落札
北秋田市大町2-8

2
三光テクノ（株）大館営業所

2,980,000         

場　　　所 北秋田市鷹巣字小沼　地内（鷹巣浄化センター内）

種　　　別 機械器具設置工事

概　　　要

１．汚泥脱水機分解整備　1基

入札結果調書
入札日時 令和2年5月27日 午前11時

名　　　称 下水修鷹第1号 汚泥脱水機（Ｎｏ．１）修繕



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 2,270,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,497,000

うち消費税 b 227,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

2
（有）千葉建設

2,230,000                                                     
北秋田市坊沢字深関沢25-1

3
（有）ビルド・ミヤノ

2,280,000                                                     
北秋田市綴子字宮本147-1

北秋田市伊勢町地内ほか

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2年7月22日 まで

1
（有）中嶋施設工業

2,150,000                                                     落札
北秋田市脇神字中金堀145-2

種　　　別 一般土木工事Ｃ

概　　　要

１．清掃　20.0ｍ

入札結果調書
入札日時 令和2年5月26日 午前9時10分

名　　　称 管理委第13号 雨水函渠清掃業務委託

２．除草　7,200.0ｍ2

　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 1,700,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,870,000

うち消費税 b 170,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

2
（有）ビルド・ミヤノ

1,780,000                                                     
北秋田市綴子字宮本147-1

3
（有）中嶋施設工業

1,800,000                                                     
北秋田市脇神字中金堀145-2

北秋田市鷹巣　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2年9月30日 まで

1
（有）千葉建設

1,690,000                                                     落札
北秋田市坊沢字深関沢25-1

種　　　別 一般土木工事Ｃ

概　　　要

１．除草（1回目）　10,500ｍ2

入札結果調書
入札日時 令和2年5月26日 午前9時10分

名　　　称 建管維委第4号 米代川堤防線他草刈業務委託

２．除草（2回目）　9,000ｍ2
３．除草（3回目）　10,500ｍ2
　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 2,240,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,464,000

うち消費税 b 224,000

15

14

13

12

11

10

9

8

6

5

7

4
（有）武石工務店

2,480,000                                                     
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

2,250,000                                                     
北秋田市坊沢字深関街道下32

3
M's設計室

2,260,000                                                     
北秋田市米代町5-28

北秋田市阿仁銀山字下新町　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2年11月24日 まで

1
村岡建築事務所

2,150,000                                                     落札
北秋田市米内沢字寺の下31-3

種　　　別 建築関係建設コンサルタント業務（建築一般）

概　　　要

１．工事監理業務

入札結果調書
入札日時 令和2年5月26日 午前9時10分

名　　　称 阿診委第2号 北秋田市立旧阿仁診療所解体工事監理業務委託

（解体規模）診療所2,421.10ｍ2（診療所2,363.58ｍ2、渡り廊下57.52ｍ2）
車庫他52.40ｍ2（車庫2箇所49.10ｍ2、物置3.30ｍ2）
　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 1,540,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,694,000

うち消費税 b 154,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4
（有）武石工務店

1,690,000                                                     
北秋田市下杉字狐森62-3

1,550,000                                                     
北秋田市坊沢字深関街道下32

3
M's設計室

1,550,000                                                     
北秋田市米代町5-28

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11月30日 まで

1
村岡建築事務所

1,470,000                                                     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

場　　　所 北秋田市米内沢字寺の上85番地　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

１．エアコン設備入替工事監理業務　一式
２．工事監理報告書の作成　一式

入札結果調書
入札日時 令和2年5月26日 午前9時10分

名　　　称 高福委第1号 森吉生活支援ハウスエアコン設備入替工事監理業務委託



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 6,280,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 6,908,000

うち消費税 b 628,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4
（有）武石工務店

7,000,000                                                     
北秋田市下杉字狐森62-3

6,570,000                                                     
北秋田市米内沢字寺の下31-3

3
永井トシノリ一級建築設計事務所

6,600,000                                                     
北秋田市坊沢字深関街道下32

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 本契約締結日の翌日 から 令和3年3月5日 まで

1
（有）奈良田建築設計事務所

6,240,000                                                     落札
北秋田市旭町4-31

2
村岡建築事務所

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）

概　　　要

１．工事監理業務
建築工事　1式　機械設備工事　1式　電気設備工事　1式

入札結果調書
入札日時 令和2年5月26日 午前9時10分

名　　　称 教総小委第37号 工事監理業務委託（統合鷹巣中央南小学校大規模改造工事）



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 6,980,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 7,678,000

うち消費税 b 698,000

15

14

13

12

11

8

10

9

北秋田市下杉字狐森62-3

6

5
（有）武石工務店

7,570,000                                                     

7

4
永井トシノリ一級建築設計事務所

7,360,000                                                     
北秋田市坊沢字深関街道下32

7,150,000                                                     
北秋田市米内沢字寺の下31-3

3
M's設計室

7,330,000                                                     
北秋田市米代町5-28

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11月26日 まで

1
（有）奈良田建築設計事務所

6,670,000                                                     落札
北秋田市旭町4-31

2
村岡建築事務所

場　　　所 旧合川東小学校（北秋田市上杉字下屋布岱271番地1）

種　　　別 建築関係建設コンサルタント業務（建築一般）

概　　　要

１．旧校舎解体工事設計委託業務
（旧校舎（ＲＣ造）2,811ｍ2）、付属棟20ｍ2、物置79ｍ2、
プール付属棟20ｍ2）
２．アスベスト分析調査　ほか

入札結果調書
入札日時 令和2年5月26日 午前9時10分

名　　　称 北秋消委第7号 旧校舎解体工事設計委託業務



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 1,000,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,100,000

うち消費税 b 100,000

15

14

13

12

11

10

9

秋田市山王6-10-9　猿田興業ビル

8 石塚不動産鑑定 辞退
秋田市山王1-12-28　黒川ビル305号

秋田市手形字十七流100-5

6
（一財）日本不動産研究所秋田支所

辞退

5
佐藤不動産鑑定事務所

辞退                                             

秋田市大町3-4-1

7
国際航業（株）秋田営業所

辞退

4
エルグ不動産鑑定（株）

980,000                                                        
秋田市山王3-1-7

                                            
秋田市山王中園町3-29

3
（株）平岡不動産鑑定事務所

690,000                                                        
大館市東台6-7-80

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
ジェイ．ビイ．ブライアン（株）

430,000                                                        落札
秋田市八橋新川向10-15

2
シンコウ補償（株）

480,000            

概　　　要

地価下落率業務一式（334地点）
１．標準宅地の時点修正

場　　　所 北秋田市地内

種　　　別 役務（不動産鑑定）

入札結果調書
入札日時 令和2年5月27日 午前11時20分

名　　　称 北秋税委第3号 令和２年度標準宅地時点修正率算定業務委託



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 11,020,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 12,122,000

うち消費税 b 1,102,000

15

14

13

12

11

8 石塚不動産鑑定 辞退
秋田市山王1-12-28　黒川ビル305号

10

9

秋田市手形字十七流100-5

6
（一財）日本不動産研究所秋田支所

辞退

5
佐藤不動産鑑定事務所

辞退                                             

秋田市大町3-4-1

7
国際航業（株）秋田営業所

辞退
秋田市山王6-10-9　猿田興業ビル

4
（株）平岡不動産鑑定事務所

11,700,000                                                    
大館市東台6-7-80

2
ジェイ．ビイ．ブライアン（株）

6,600,000                                                     
秋田市八橋新川向10-15

3
エルグ不動産鑑定（株）

9,800,000                                                     
秋田市山王3-1-7

北秋田市地内

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11月30日 まで

1
シンコウ補償（株）

5,950,000                                                     落札
秋田市山王中園町3-29

種　　　別 役務（不動産鑑定）

概　　　要

路線価鑑定業務一式（2,472路線）

入札結果調書
入札日時 令和2年5月27日 午前11時20分

名　　　称 北秋税委第4号 令和２年度固定資産路線価鑑定評価業務委託

１．路線価評価書（路線要因分析一式・路線評価点付一式）
２．路線評価図作成一式
３．路線に付帯する画地確定書　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 4,290,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 4,719,000

うち消費税 b 429,000

15

14

13

12

11

8

10

9

にかほ市金浦字川向28-1

6

5
環清工業（株）秋田支店

4,400,000                                                     

7

4
（株）タイセイ

4,370,000                                                     
大館市字沼館道上82

2
（株）北日本ウエスターン商事秋田支店

4,240,000                                                     
秋田市新屋沖田町3-3

3
豊興産（株）

4,300,000                                                     
秋田市新屋鳥木町1-82-2

北秋田市坊沢字深関沢　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2年7月31日 まで

1
山岡工業（株）

4,200,000                                                     落札
秋田市御所野湯本2-1-5

種　　　別 役務（下水路・下水管清掃）かつ下水道管路管理技士及び産廃収集運搬許可

概　　　要

１．管路清掃工　1,857.0ｍ

入札結果調書
入札日時 令和2年5月27日 午前11時20分

名　　　称 管理委第14号 公共下水道管路調査業務委託

２．マンホール目視点検工　12.0箇所
３．マンホール目視調査工　42.0箇所
４．本管テレビカメラ調査工　1,857.0ｍ　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 891,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 980,100

うち消費税 b 89,100

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

2
かつら造園建設（株）

950,000                                                        
北秋田市綴子字田中大道下164-1

3

北秋田市脇神字石ノ巻岱地内・北秋田市川井字鳥屋岱地内

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8月6日 まで

1
古河林業緑化（株）

880,000                                                        落札
北秋田市阿仁銀山字下新町119-6

種　　　別 役務（樹木剪定、害虫駆除）かつ造園技能士

概　　　要

１．鷹巣石ノ巻岱墓園　既存集積材運搬・処分

入札結果調書
入札日時 令和2年5月27日 午前11時20分

名　　　称 北生環墓委第4号 鷹巣石ノ巻岱墓園・合川鳥屋岱墓園環境整備業務委託

２．鷹巣石ノ巻岱墓園　墓園道路支障枝剪定
３．合川鳥屋岱墓園　樹木伐採・運搬・処分
　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 6,910,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 7,601,000

うち消費税 b 691,000

15
（株）八州秋田営業所

辞退
秋田市茨島6-24-29ﾒｿﾞﾝｻﾝﾛｰﾄﾞ203

14
興建エンジニアリング（株）

9,000,000         
秋田市新屋比内町8-45

13
新日本設計（株）東北支社秋田事務所北秋田営業所

8,000,000         
北秋田市松葉町3-12

12
（株）日本インシーク秋田営業所

8,000,000         
秋田市川元松丘町2-8

11
（株）ウヌマ地域総研北秋田支社

7,900,000         
北秋田市花園町20-13

10
（株）さくら技研

6,500,000         
秋田市川尻町字大川反170-26

9
柴田工事調査（株）北秋田営業所

6,500,000         
北秋田市米代町5-30

秋田市八橋本町6-11-14

8 国際航業（株）秋田営業所 6,300,000         
秋田市山王6-10-9　猿田興業ビル

秋田市大平台4-8-18

6
明治コンサルタント（株）秋田支店

5,810,000         

5
（株）東北開発コンサルタント秋田営業所

4,508,000         

秋田市八橋字下八橋191-11

7
（株）オオバ秋田営業所

6,296,000         

4
（株）協和コンサルタンツ秋田営業所

4,400,000         
秋田市山王3-1-7

2
（株）福山コンサルタント秋田営業所

3,700,000         
秋田市山王3-1-7

3
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

4,000,000         
秋田市中通2-1-36　マグナスビル

北秋田市小又字上川原　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9月15日 まで

1
（株）フルテック秋田支店

3,340,000         落札
秋田市中通7-2-20-201

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）

概　　　要

橋長50.0ｍ　架設年Ｈ11年

入札結果調書
入札日時 令和2年5月27日 午前11時40分

名　　　称 建道防委第2号 橋梁補修詳細設計業務委託（小又橋）

１．現地詳細調査　Ｎ＝1式
２．復元設計　Ｎ＝1式
３．補修設計　Ｎ＝1式　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 9,740,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 10,714,000

うち消費税 b 974,000

15

14
（株）八州秋田営業所

辞退
秋田市茨島6-24-29ﾒｿﾞﾝｻﾝﾛｰﾄﾞ203

13
興建エンジニアリング（株）

11,660,000        
秋田市新屋比内町8-45

12
（株）ウヌマ地域総研北秋田支社

11,000,000        
北秋田市花園町20-13

11
新日本設計（株）東北支社秋田事務所北秋田営業所

10,800,000        
北秋田市松葉町3-12

8 （株）オオバ秋田営業所 8,760,000         
秋田市八橋本町6-11-14

10
（株）日本インシーク秋田営業所

9,500,000         
秋田市川元松丘町2-8

9
（株）さくら技研

9,000,000         
秋田市川尻町字大川反170-26

秋田市中通2-1-36　マグナスビル

6
（株）東北開発コンサルタント秋田営業所

8,190,000         

5
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

7,700,000         

秋田市大平台4-8-18

7
明治コンサルタント（株）秋田支店

7,887,000         
秋田市八橋字下八橋191-11

4
（株）フルテック秋田支店

7,480,000         
秋田市中通7-2-20-201

5,100,000         
秋田市山王3-1-7

3
（株）長大秋田営業所

6,700,000         
秋田県秋田市中通4-1-2

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10月5日 まで

1
（株）福山コンサルタント秋田営業所

4,300,000         落札
秋田市山王3-1-7

2
（株）協和コンサルタンツ秋田営業所

場　　　所 北秋田市森吉字硯岱　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）

概　　　要

橋長37.00ｍ、架設年Ｓ48年
１．現地詳細調査　Ｎ＝1式
２．復元設計　Ｎ＝1式
３．補修設計　Ｎ＝1式　ほか

入札結果調書
入札日時 令和2年5月27日 午前11時40分

名　　　称 建道防委第3号 橋梁補修詳細設計業務委託（平田橋）



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 11,490,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 12,639,000

うち消費税 b 1,149,000

15

14
（株）八州秋田営業所

辞退
秋田市茨島6-24-29ﾒｿﾞﾝｻﾝﾛｰﾄﾞ203

13
興建エンジニアリング（株）

13,570,000        
秋田市新屋比内町8-45

12
（株）ウヌマ地域総研北秋田支社

13,200,000        
北秋田市花園町20-13

11
新日本設計（株）東北支社秋田事務所北秋田営業所

12,500,000        
北秋田市松葉町3-12

8 （株）日本インシーク秋田営業所 11,500,000        
秋田市川元松丘町2-8

10
明治コンサルタント（株）秋田支店

12,100,000        
秋田市八橋字下八橋191-11

9
（株）さくら技研

12,000,000        
秋田市川尻町字大川反170-26

秋田市山王3-1-7

6
（株）長大秋田営業所

10,500,000        

5
（株）協和コンサルタンツ秋田営業所

6,800,000         

秋田県秋田市中通4-1-2

7
（株）オオバ秋田営業所

11,109,000        
秋田市八橋本町6-11-14

4
（株）東北開発コンサルタント秋田営業所

6,540,000         
秋田市大平台4-8-18

5,500,000         
秋田市山王3-1-7

3
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

6,300,000         
秋田市中通2-1-36　マグナスビル

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10月5日 まで

1
（株）フルテック秋田支店

4,940,000         落札
秋田市中通7-2-20-201

2
（株）福山コンサルタント秋田営業所

場　　　所 北秋田市中屋敷字脇神関下　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）

概　　　要

橋長97.60ｍ、架設年Ｓ52年
１．現地詳細調査　Ｎ＝1式
２．復元設計　Ｎ＝1式
３．補修設計　Ｎ＝1式　ほか

入札結果調書
入札日時 令和2年5月27日 午前11時40分

名　　　称 建道防委第4号 橋梁補修詳細設計業務委託（中屋敷橋）


