
予定価格 a 2,816,000

うち消費税 b 256,000

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 2,560,000

最低制限価格（消費税抜き） -

14

13

12

11

10

9

大館市釈迦内字稲荷山下19-1

8 大館桂工業（株）北秋田営業所 辞退
北秋田市大町2-8

7
東光鉄工（株）

辞退

北秋田市綴子字中堤82-2

6
秋田工営（株）

辞退

5
日通プロパン鷹巣販売（有）

2,560,000                                                     

大館市花岡町字前田123-1

4
羽後電設工業（株）大館営業所

2,560,000                                                     
大館市有浦2-2-11

                                            
大館市中道2-2-35

3
熊谷施設工業（株）

2,530,000                                                     
大館市水門町4-2

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3年9月1日 まで

1
三光テクノ（株）大館営業所

2,483,000                                                     落札
大館市御成町4-1-16

2
（株）巽工業所

2,500,000         

　アイム電機工業(株)：SUG-82TB（5789、5790）

　ほか

場　　　所 北秋田市米内沢字西川向　地内

種　　　別 機械器具設置工事

概　　　要

１．汚泥棟床排水ポンプ修繕　２基

入札結果調書
入札日時 令和3年5月26日 午前10時

名　　　称 下処修米第1号 米内沢浄化センター汚泥棟床排水ポンプ修繕



予定価格 a 1,881,000

うち消費税 b 171,000

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 1,710,000

最低制限価格（消費税抜き） -

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

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9月2日 まで

1
愛知時計電機（株）盛岡営業所

1,585,000                                                     落札
岩手県盛岡市みたけ3-19-30パークサイドビルド201

2

　メーカー：愛知時計電機（株）
　型式：PM-e2-AB
※第２回入札会において辞退した業者は参加できない。　ほか

場　　　所 北秋田市増沢　地内

種　　　別 機械器具設置工事

概　　　要

１．インテリジェントプリンター交換修繕　１式

入札結果調書
入札日時 令和3年5月26日 午前10時

名　　　称 農処修第1号 増沢処理施設インテリジェントプリンター交換修繕



予定価格 a 856,900

うち消費税 b 77,900

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 779,000

最低制限価格（消費税抜き） -

14

13

12

11

10

7

9

8

6

5

4

3

北秋田市松葉町4-11

1
（株）インテリア村上

660,000                                                        落札

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

４．処分費　１式　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和3年9月30日 まで

北秋田市宮前町9-8

2
（株）三浦巧美舎

670,000                                                        

種　　　別 物品「家具・木工・室内装飾類」

概　　　要

１．ドレープカーテン（Ｗ3600×Ｈ2800）　７窓　ＬＣ20161同等品
２．レースカーテン（Ｗ3600×Ｈ2800）　７窓　ＬＣ20516同等品
３．取付費　１式

名　　　称 農施修第2号 アグリハウスカーテン修繕

場　　　所 北秋田市米内沢字楢岱57番地

入札結果調書
入札日時 令和3年5月26日 午前10時30分



場　　　所 北秋田市鷹巣　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25日 午前9時10分

名　　　称 建管維委第2号 米代川堤防線他草刈業務委託

概　　　要

１．除草（１回目）　9,700ｍ2　　R3.6.1～6.30
２．除草（２回目）　9,100ｍ2　　R3.7.1～7.31
３．除草（３回目）　9,700ｍ2　　R3.9.1～9.30
　※範囲によって２回実施箇所あり。設計書、図面要確認。　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9月30日 まで

1
（有）千葉建設

1,750,000                                                     落札
北秋田市坊沢字深関沢25-1

2
（有）中嶋施設工業

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

3
（有）ビルド・ミヤノ

1,825,000                                                     
北秋田市綴子字宮本147-1

4

6

5

9

8

7

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 1,780,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,958,000

うち消費税 b 178,000

15



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．実施設計業務

入札結果調書
入札日時 令和3年5月25日 午前9時10分

名　　　称 地障工第2号 旧鷹巣中央児童館改修工事設計業務委託

２．設計監理業務
・児童館仕様から障がい児通園施設対応への改修
・主要構造：木造平屋　　　・延べ面積：324.61ｍ2　ほか

場　　　所 北秋田市脇神字高村岱110番地4　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11月30日 まで

1
（有）奈良田建築設計事務所

730,000                                                        落札
北秋田市旭町4-31

2
村岡建築事務所

750,000                                                        
北秋田市米内沢字寺の下31-3

3
M's設計室

760,000                                                        
北秋田市米代町5-28

4
（有）武石工務店

770,000                                                        
北秋田市下杉字狐森62-3

北秋田市坊沢字深関街道下32

6

5
永井トシノリ一級建築設計事務所

780,000                                                        

9

8

7

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 740,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 814,000

うち消費税 b 74,000

15



入札結果調書
入札日時 令和3年5月25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．解体工事設計業務　一式

名　　　称 高福委第4号 阿仁高齢者相互援助ホーム解体工事設計業務委託

２．現地調査費（建物構造関係）　一式
　・鉄骨２階建　延べ床面積　855.75ｍ2
　ほか

場　　　所 北秋田市阿仁水無字畑町東裏90番地　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10月8日 まで

1
M's設計室

680,000                                                        落札
北秋田市米代町5-28

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

950,000                                                        
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

965,000                                                        
北秋田市旭町4-31

7

4
村岡建築事務所

970,000                                                        

北秋田市下杉字狐森62-3

6

5
（有）武石工務店

1,050,000                                                     

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 1,078,000

うち消費税 b 98,000

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 980,000

最低制限価格（消費税抜き） -



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．建築工事　一式

入札結果調書
入札日時 令和3年5月25日 午前9時10分

名　　　称 合公委第2号 合川公民館改築工事（建築・電気・機械・外構）監理業務委託

３．機械設備工事　一式
※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2年8月6日締結
合川公民館改築工事実施設計業務委託）の受託者は受注できない。　ほか

場　　　所 北秋田市李岱字下豊田25　地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間
本工事に係る工事請負契約議
案が可決された日の翌日 から 令和4年3月30日 まで

1
（有）武石工務店

7,050,000                                                     落札
北秋田市下杉字狐森62-3

北秋田市旭町4-31

2
村岡建築事務所

7,350,000                                                     
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

7,500,000                                                     
北秋田市坊沢字深関街道下32

7

4
（有）奈良田建築設計事務所

7,800,000                                                     

6

5

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 8,360,000

うち消費税 b 760,000

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 7,600,000

最低制限価格（消費税抜き） -



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．基本設計業務

入札結果調書
入札日時 令和3年5月25日 午前9時10分

名　　　称 都住建委第3号 東裏簡二・新町団地集約建替建設工事基本設計業務委託

　市営住宅（共同住宅）
　木造平屋建　4棟8戸（1LDK：8戸）　約390ｍ2
　　・畑町団地　　1棟2戸　ほか

場　　　所 北秋田市阿仁水無字畑町東裏49-5、147　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9月10日 まで

1
村岡建築事務所

1,150,000                                                     落札
北秋田市米内沢字寺の下31-3

北秋田市下杉字狐森62-3

2
（有）奈良田建築設計事務所

1,198,000                                                     
北秋田市旭町4-31

3
永井トシノリ一級建築設計事務所

1,200,000                                                     
北秋田市坊沢字深関街道下32

7

4
（有）武石工務店

1,200,000                                                     

北秋田市米代町5-28

6

5
M's設計室

1,220,000                                                     

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 1,309,000

うち消費税 b 119,000

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 1,190,000

最低制限価格（消費税抜き） -



予定価格 a 1,221,000

うち消費税 b 111,000

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 1,110,000

最低制限価格（消費税抜き） -

14

13

12

11

10

9

秋田市山王1-12-28　黒川ビル305号

8 エルグ不動産鑑定（株） 辞退
秋田市山王3-1-7

7
石塚不動産鑑定

辞退

秋田市山王6-10-9　猿田興業ビル

6
（一財）日本不動産研究所秋田支所

辞退

5
国際航業（株）秋田営業所

辞退                                             

秋田市大町3-4-1

4
（株）平岡不動産鑑定事務所

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

2
ジェイ．ビイ．ブライアン（株）

410,000                                                        
秋田市八橋新川向10-15

3
千田不動産鑑定

668,000                                                        
秋田市広面字土手下55-3

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3年8月31日 まで

1
シンコウ補償（株）

380,000                                                        落札
秋田市山王中園町3-29

種　　　別 役務「不動産鑑定」

概　　　要

地価下落率業務一式（334地点）

入札結果調書
入札日時 令和3年5月26日 午前10時30分

名　　　称 北秋税委第4号 令和３年度標準宅地時点修正率算定業務委託

１．標準宅地の時点修正

　ほか

場　　　所



種　　　別 役務「機械設備保全管理・管」

概　　　要

１．冷暖房切替作業

入札結果調書
入札日時 令和3年5月26日 午前10時

名　　　称 北秋森総委第6号 森吉庁舎空調衛生設備保守点検業務委託

２．自動抑制装置点検
３．高架水槽点検
　ほか

場　　　所 北秋田市米内沢字七曲　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
大館桂工業（株）北秋田営業所

1,460,000                                                     落札
北秋田市大町2-8

2
日通プロパン鷹巣販売（有）

1,500,000                                                     
北秋田市綴子字中堤82-2

3

4

6

5

9

8

7

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 1,577,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,734,700

うち消費税 b 157,700

15



入札結果調書
入札日時 令和3年5月26日 午前10時30分

種　　　別 役務「その他（貸切バス）」

概　　　要

合川地区の遠距離通学児童・生徒の登下校の送迎

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）

1.契約車両（中型）　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　＠62,700日×15日　②登校1回、下校3回　＠55,000×70日　ほか

場　　　所 北秋田市合川地内

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
あきた北観光バス（株）

7,343,000                                                     落札
北秋田市綴子字田中下モ10

2
秋北バス（株）

8,209,000                                                     
大館市御成町1-11-25

3
秋北航空サービス（株）

辞退                                             
大館市御成町1-11-25

7

4

6

5

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 8,077,300

うち消費税 b 734,300

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 7,343,000

最低制限価格（消費税抜き） -



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3年5月26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）

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　＠75,900×2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

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
秋北バス（株）

7,953,000                                                     落札
大館市御成町1-11-25

2
あきた北観光バス（株）

9,078,000                                                     
北秋田市綴子字田中下モ10

3
秋北航空サービス（株）

辞退                                             
大館市御成町1-11-25
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予定価格 a 8,766,120

うち消費税 b 796,920

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 7,969,200

最低制限価格（消費税抜き） -


