
場　　　所 北秋田市伊勢町地内ほか

種　　　別 一般土木工事Ｃ

入札結果調書
入札日時 令和3年5月11日 午前9時10分

名　　　称 管理委第9号 雨水函渠清掃業務委託

概　　　要

１．管渠清掃　　２０.０ｍ
２．除草　７,２００ｍ２

　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7月21日 まで

1
（有）中嶋施設工業

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

2
（有）千葉建設

2,070,000                                                     
北秋田市坊沢字深関沢25-1

3
（有）ビルド・ミヤノ

2,100,000                                                     
北秋田市綴子字宮本147-1

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 2,000,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,200,000

うち消費税 b 200,000
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名　　　称 消防統合事第3号 統合分署新築設計業務委託

場　　　所 北秋田市上杉字下屋布岱　地内

入札結果調書
入札日時 令和3年5月11日 午前9時10分

種　　　別 建設コンサルタント「建築一般」かつ一級建築士

概　　　要

１．敷地条件　面積：7,676.0ｍ2
２．施設条件　庁舎棟：RC造2階、約1,114ｍ2、訓練棟：RC造5階、約334ｍ2
３．成果物提出期限

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

概算工事費関係：R3.10.29、実施設計関係：R4.3.11　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和4年3月11日 まで

北秋田市旭町4-31

2
（有）武石工務店

31,490,000                                                    
北秋田市下杉字狐森62-3

1
（有）奈良田建築設計事務所

30,800,000                                                    落札

北秋田市米代町5-28

4
村岡建築事務所

32,000,000                                                    

3
M's設計室

31,800,000                                                    

北秋田市米内沢字寺の下31-3

5
永井トシノリ一級建築設計事務所

32,500,000                                                    
北秋田市坊沢字深関街道下32

6

7

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 31,428,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 34,570,800

うち消費税 b 3,142,800
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入札結果調書
入札日時 令和3年5月11日 午前9時10分

名　　　称 教総中委第7号 中学校（森吉・合川）トイレ改修工事設計・設計監理業務委託

場　　　所 森吉中学校、合川中学校

種　　　別 建設コンサルタント「建築一般」かつ一級建築士

概　　　要

１．森吉中学校　トイレ改修工事設計　　改修トイレ面積　２０４.８ｍ２
　　洋式便器改修個数　１４基　一部床乾式化
２．合川中学校　トイレ改修工事設計　　改修トイレ面積　　９３.８ｍ２
　　洋式便器改修個数　１１基　床乾式化　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4年1月31日 まで

1
永井トシノリ一級建築設計事務所

2,500,000                                                     落札
北秋田市坊沢字深関街道下32

2
M's設計室

2,530,000                                                     
北秋田市米代町5-28

3
（有）武石工務店

2,560,000                                                     
北秋田市下杉字狐森62-3

4
村岡建築事務所

2,600,000                                                     
北秋田市米内沢字寺の下31-3

5
（有）奈良田建築設計事務所

2,620,000                                                     

7

北秋田市旭町4-31

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 2,580,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,838,000

うち消費税 b 258,000

15



場　　　所 鷹巣中学校　ほか３中学校

種　　　別 役務「機械設備保全管理・電気」

入札結果調書
入札日時 令和3年5月12日 午前10時20分

名　　　称 教総中委第18号 自家用電気工作物保安管理業務委託（北秋田市４中学校）６月～翌年３月分

概　　　要

自家用電気工作物保安管理業務　　市内４中学校
１．定時点検
　・月次点検　目視等による点検
　・年次点検　停電による点検　ほか

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和3年6月1日 から 令和4年3月31日 まで

1
渡邊電気管理事務所

390,000                                                        落札
大館市大茂内字諏訪下63-16

2
（株）エレックス極東秋田ネットワークセンター

475,000                                                        
秋田市山王2-1-53　秋田山王21ビル6F

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 475,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 522,500

うち消費税 b 47,500
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種　　　別 役務「樹木剪定・害虫駆除」かつ１級または２級造園技能士

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和3年5月12日 午前10時20分

名　　　称 北生環墓委第1号 鷹巣石ノ巻岱墓園環境整備業務委託

１．鷹巣石ノ巻岱墓園　既存集積材運搬・処分
２．樹木伐採・運搬・処分
３．剪定
　ほか

場　　　所 北秋田市脇神字石ノ巻岱　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3年7月30日 まで

1
古河林業緑化（株）

530,000                                                        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）

560,000                                                        
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 592,900

うち消費税 b 53,900

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 539,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 役務「情報処理、システムソフトウェア等の開発」

概　　　要

１．ＲＰＡソフトウェア及びライセンスの提供等

入札結果調書
入札日時 令和3年5月12日 午前10時20分

名　　　称 総政委第4号 ＲＰＡ等活用支援業務委託

　　希望ソフトウェア：BizRobo!miniガバメント版（最新バージョン）
２．ＲＰＡ適用作業　セットアップ、動作検証
３．運用・保守　運用・保守サポート　ほか

場　　　所 北秋田市花園町１９番１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4年3月31日 まで

1
エイデイケイ富士システム（株）

1,090,000                                                     落札
秋田市手形字山崎110-3

2
東光コンピュータ・サービス（株）北秋田営業所

1,900,000                                                     
北秋田市住吉町10-12

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 1,100,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,210,000

うち消費税 b 110,000
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種　　　別 役務「下水路・下水管清掃」かつ下水道管路管理技士の許可

概　　　要

１．管渠清掃工　L=２,９３５ｍ

入札結果調書
入札日時 令和3年5月12日 午前10時20分

名　　　称 施管委第10号 公共下水道管路調査業務委託（その1）

２．マンホール目視点検工　N=２１箇所
３．マンホール目視調査工　N=５３箇所
４．本管テレビカメラ調査　L=２,４６９ｍ　ほか

場　　　所 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3年7月30日 まで

1
豊興産（株）

5,150,000                                                     落札
秋田市新屋鳥木町1-82-2

2
山岡工業（株）

5,250,000                                                     
秋田市御所野湯本2-1-5

3
（株）北日本ウエスターン商事秋田支店

5,320,000                                                     
秋田市新屋沖田町3-3

4
（株）タイセイ

5,350,000                                                     
大館市字沼館道上82

5
（株）遠藤設計事務所

5,450,000                                                     

にかほ市金浦字川向28-1

7

秋田市保戸野千代田町9-43

6
環清工業（株）秋田支店

5,450,000                                                     

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 6,300,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 6,930,000

うち消費税 b 630,000
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名　　　称 議会委第4号 会議録調製業務委託

場　　　所 北秋田市花園町１９番１号（議会事務局内）

入札結果調書
入札日時 令和3年5月12日 午前10時20分

種　　　別 役務「情報処理、システム・ソフトウェア等の開発」かつ「その他（会議録、議事録）」

概　　　要

１．会議録作成　定例会　４回、臨時会　２回
　・反訳、校正、印刷、製本まで自社で一括しておこなうこと。
　・製本は、表紙：上質紙（８６．５ｋｇ）、表紙以外：上質紙（３５ｋｇ）

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

　・荒出し原稿は７営業日以内に作成し、議会事務局へ提出　ほか

期　　　間 令和3年6月1日 から 令和4年3月31日 まで

東京都新宿区市谷八幡町16

2
（株）ぎじろくセンター東京営業所

725,000                                                        
東京都中央区日本橋小舟町9-3　日本橋相互ビル505号室

1
（株）会議録研究所

590,000                                                        落札

東京都港区新橋5-13-1

4
（株）会議録センター盛岡営業所

無効                                             

3
（株）大和速記情報センター

800,000                                                        

岩手県盛岡市中央通3-15-17

5
神戸綜合速記（株）

辞退                                             
兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8

6                                             

7

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 640,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 704,000

うち消費税 b 64,000
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