
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 490,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 539,000

うち消費税 b 49,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

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

3
（有）和田設備工業

550,000                                                        
北秋田市松葉町12-19

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26日 まで

1
日通プロパン鷹巣販売（有）

480,000                                                        落札
北秋田市綴子字中堤82-2

2
（有）中嶋施設工業

510,000            

概　　　要

　蒸気ボイラー用軟水器取替
１．蒸気ボイラー用軟水器（ＳＳ－4Ｄ）　Ｎ＝1式
２．設置・撤去（既設処分含む）　Ｎ＝1式
３．試運転・調整　　Ｎ＝1式　ほか

場　　　所 北秋田市鷹巣字東中岱　地内

種　　　別 給排水暖冷房衛生設備工事Ａ

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時40分

名　　　称 ス振修第1号 鷹巣体育館蒸気ボイラー用軟水器取替修繕



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 21,370,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 23,507,000

うち消費税 b 2,137,000

15

14

13

12

11

8 技苑コンサル（株） 22,500,000        
北秋田市綴子字古関120-6

10

9

5
（株）緑設計北秋田営業所

22,000,000                                                    

北秋田市綴子字糠沢上谷地244-2

北秋田市阿仁比立内字前田表41-2

7
創和技術（株）北秋田事務所

22,300,000        
北秋田市松葉町12-22

4
（株）矢留測量設計鷹巣営業所

22,000,000                                                    

北秋田市阿仁根子又83

6
（有）測土開発

22,200,000        

北秋田市東横町10-6

北秋田市鷹巣字西上綱20-1

2
（有）木村測量設計事務所

21,300,000        

3
（有）ダイワ技術

22,000,000                                                    

                                            

　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12月20日 まで

1
奥羽測量設計(株)北秋田営業所

21,100,000                                                    落札
北秋田市花園町2-20

場　　　所 北秋田市七日市字門ヶ沢　地内

種　　　別 測量業務

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時

名　　　称 林道改委第1号 林道改良事業　測量設計業務委託（奥見内線）

概　　　要

１．測量業務　Ｌ＝4.24ｋｍ
２．設計業務　Ｌ＝4.24ｋｍ



予定価格 a 7,040,000

うち消費税 b 640,000

15

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 6,400,000

最低制限価格（消費税抜き） -

13

12

11
（株）復建技術コンサルタント秋田支店

辞退
秋田市山王2-1-53

10
（株）遠藤設計事務所

辞退
秋田市保戸野千代田町9-43　

9
（株）日本水工コンサルタント秋田出張所

辞退
秋田市八橋新川向5-30

北秋田市米内沢字薬師下23

8 （株）建設技術研究所秋田事務所 16,930,000        
秋田市山王3-1-7

7
（株）三木設計事務所北秋田営業所

10,500,000        

秋田市横森四丁目7番3号

6
（株）日本インシーク秋田営業所

9,000,000         

5
（株）東京設計事務所秋田事務所

9,000,000                                                     

秋田市川元松丘町2-8

4
日本水工設計（株）北秋田事務所

8,500,000                                                     
北秋田市上杉字金沢433-2

                                            
北秋田市松葉町3-12

3
オリジナル設計（株）秋田事務所

7,200,000                                                     
秋田市山王2-1-53

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2月28日 まで

1
（株）日水コン秋田事務所

4,900,000                                                     落札
秋田市山王2-1-54

2
新日本設計（株）東北支社秋田事務所北秋田営業所

7,000,000         

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時

名　　　称 下水委第3号 北秋田市公共下水道耐水化計画策定業務委託

概　　　要

１．公共下水道耐水化計画策定業務　　Ｎ＝1式

場　　　所 北秋田市建設部都市計画課内

種　　　別 土木関係建設コンサルタント（下水道）

　ほか



予定価格 a 3,377,000

うち消費税 b 307,000

15

14

13

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 3,070,000

最低制限価格（消費税抜き） -

12

11

10

7
（株）矢留測量設計鷹巣営業所

3,400,000         
北秋田市鷹巣字西上綱20-1

9
（株）水建技術

辞退
秋田市仁井田本町6-4-11

8 （株）興和技術コンサルタント 3,600,000         
大仙市大曲上栄町1-5

6
（株）北日本朝日航洋秋田支店

3,300,000         
秋田市保戸野千代田町14-12

5
（株）八州秋田営業所

3,150,000                                                     
秋田市茨島6-24-29

秋田市新屋比内町8-45

4
佐藤測量設計（株）

3,050,000                                                     

3
興建エンジニアリング（株）

3,050,000                                                     

横手市平鹿町醍醐字四ツ屋28-3

2
（株）共和技研

3,000,000                                                     
能代市二ツ井町字塚台58-1

1
技苑コンサル（株）

2,900,000                                                     落札

概　　　要

１．調査面積　0.05ｋｍ2
２．調査筆数　225筆
３．作業工程　ＦⅠ、ＦⅡ-1

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和4年3月7日 まで

北秋田市綴子字古関120-6

名　　　称 財地委第1号 地籍調査測量業務委託（鷹巣第2）

場　　　所 北秋田市住吉町　地内

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時20分

種　　　別 測量業務かつ地籍調査管理技術者



場　　　所 北秋田市内（大館鷹巣線：栄字田沢～元町の間）

種　　　別 環境調査業務

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時40分

名　　　称 北秋環衛委第1号 令和３年度自動車騒音常時監視調査業務委託

概　　　要

１．自動車交通騒音測定調査　　24時間測定1地点
２．面的評価システムデータ入力等
　ほか別紙仕様書のとおり
　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2月28日 まで

1
（株）秋田県分析化学センター

490,000                                                        落札
秋田市八橋字下八橋191-42

2
エヌエス環境（株）秋田支店

530,000                                                        
秋田市川尻総社町8-13

3
秋田環境測定センター（株）

612,000                                                        
秋田市川尻御休町11-14

4
（株）秋田分析コンサルタント

辞退                                             
秋田市保戸野鉄砲町10-11

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 685,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 753,500

うち消費税 b 68,500

15



種　　　別 土木関係建設コンサルタント（鋼構造及びコンクリート）

概　　　要

　越鳥橋　Ｌ＝10.4ｍ、Ｗ＝4.0（4.7）ｍ

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時20分

名　　　称 建道防委第2号 橋梁補修詳細設計業務委託（越鳥橋）

１．現地詳細調査　Ｎ＝1橋
２．橋台補修設計　Ｎ＝2基
　上部工形式：鋼単純Ｈ型橋（非合成）　ほか

場　　　所 北秋田市七日市字船木沢　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13日 まで

1
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

2,000,000                                                     落札
秋田市中通1-3-39ダイアパレス中通ビル

2
（株）フルテック秋田支店

2,128,000                                                     
秋田市中通7-2-20-201

3
（株）オオバ秋田営業所

2,700,000                                                     
秋田市八橋本町6-11-14

4
興建エンジニアリング（株）

2,880,000                                                     
秋田市新屋比内町8-45

秋田市川尻町字大川反170-26

6
（株）ウヌマ地域総研

3,800,000         

5
（株）さくら技研

3,000,000                                                     

秋田市八橋新川向13-19

9
（株）八州秋田営業所

12,000,000        
秋田市茨島6-24-29

秋田市八橋字下八橋191-11

8 中央開発（株）秋田営業所 6,300,000         
秋田市山王5-7-30

7
明治コンサルタント（株）秋田支店

5,000,000         

11

10
（株）日本インシーク秋田営業所

辞退
秋田市川元松丘町2-8

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 2,770,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 3,047,000

うち消費税 b 277,000

15



入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時20分

種　　　別 土木関係建設コンサルタント（鋼構造及びコンクリート）

概　　　要

　新屋布橋　Ｌ＝26.8ｍ、Ｗ＝4.0（4.8）ｍ

名　　　称 建道防委第3号 橋梁補修詳細設計業務委託（新屋布橋）

１．現地詳細調査　Ｎ＝1橋
２．橋梁補修設計　Ｎ＝1基
　上部工形式：２径間鋼単純Ｈ型橋（非合成）　ほか

場　　　所 北秋田市小又字新屋布　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28日 まで

1
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

5,770,000                                                     落札
秋田市中通1-3-39ダイアパレス中通ビル

秋田市八橋字下八橋191-11

2
（株）オオバ秋田営業所

6,786,000                                                     
秋田市八橋本町6-11-14

3
（株）福山コンサルタント秋田営業所

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

7
（株）フルテック秋田支店

10,304,000        
秋田市中通7-2-20-201

4
明治コンサルタント（株）秋田支店

8,000,000                                                     

秋田市茨島6-24-29

6
中央開発（株）秋田営業所

8,800,000         

5
（株）八州秋田営業所

8,100,000                                                     

秋田市山王5-7-30

8 （株）東北開発コンサルタント秋田営業所 13,000,000        
秋田市大平台4-8-18

10
興建エンジニアリング（株）

13,660,000        
秋田市新屋比内町8-45

9
（株）さくら技研

13,500,000        
秋田市川尻町字大川反170-26

12
（株）日本インシーク秋田営業所

辞退
秋田市川元松丘町2-8

11
（株）ウヌマ地域総研

15,200,000        
秋田市八橋新川向13-19

14

13

予定価格 a 14,366,000

うち消費税 b 1,306,000

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 13,060,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 土木関係建設コンサルタント（鋼構造及びコンクリート）

概　　　要

　下岱橋　Ｌ＝18.4ｍ、Ｗ＝5.0（5.8）ｍ

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時20分

名　　　称 建道防委第4号 橋梁補修詳細設計業務委託（下岱橋）

１．現地詳細調査　Ｎ＝1橋
２．橋梁補修設計　Ｎ＝1基
　上部工形式：鋼単純Ｈ型橋（非合成）　ほか

場　　　所 北秋田市前山字下モ岱　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10月28日 まで

1
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

5,256,000                                                     落札
秋田市中通1-3-39ダイアパレス中通ビル

秋田市山王3-1-7

2
（株）フルテック秋田支店

5,760,000                                                     
秋田市中通7-2-20-201

3
（株）オオバ秋田営業所

5,877,000                                                     
秋田市八橋本町6-11-14

7
中央開発（株）秋田営業所

8,080,000         
秋田市山王5-7-30

4
（株）福山コンサルタント秋田営業所

6,680,000                                                     

秋田市茨島6-24-29

6
明治コンサルタント（株）秋田支店

8,000,000         

5
（株）八州秋田営業所

7,530,000                                                     

秋田市八橋字下八橋191-11

8 （株）東北開発コンサルタント秋田営業所 8,617,000         
秋田市大平台4-8-18

10
（株）さくら技研

13,000,000        
秋田市川尻町字大川反170-26

9
興建エンジニアリング（株）

12,650,000        
秋田市新屋比内町8-45

12
（株）日本インシーク秋田営業所

辞退
秋田市川元松丘町2-8

11
（株）ウヌマ地域総研

15,000,000        
秋田市八橋新川向13-19

14

13

予定価格 a 13,508,000

うち消費税 b 1,228,000

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 12,280,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 土木関係建設コンサルタント（鋼構造及びコンクリート）

概　　　要

　三石橋　Ｌ＝14.6ｍ、Ｗ＝7.0（8.2）ｍ

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時20分

名　　　称 建道防委第5号 橋梁補修詳細設計業務委託（三石橋）

１．現地詳細調査　Ｎ＝1橋
２．橋梁補修設計　Ｎ＝1基
　上部工形式：ＰＣプレテン中空床版　ほか

場　　　所 北秋田市阿仁萱草鉱山字萱草　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11日 まで

1
ジオテックコンサルタンツ（株）

3,500,000                                                     落札
秋田市新屋鳥木町1-74

秋田市八橋本町6-11-14

2
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

3,690,000                                                     
秋田市中通1-3-39ダイアパレス中通ビル

3
（株）フルテック秋田支店

3,720,000                                                     
秋田市中通7-2-20-201

7
興建エンジニアリング（株）

8,180,000         
秋田市新屋比内町8-45

4
（株）オオバ秋田営業所

5,322,000                                                     

秋田市山王3-1-7

6
（株）八州秋田営業所

7,350,000         

5
（株）福山コンサルタント秋田営業所

5,400,000                                                     

秋田市茨島6-24-29

8 中央開発（株）秋田営業所 8,600,000         
秋田市山王5-7-30

10
明治コンサルタント（株）秋田支店

11,000,000        
秋田市八橋字下八橋191-11

9
（株）さくら技研

8,800,000         
秋田市川尻町字大川反170-26

12
（株）日本インシーク秋田営業所

辞退
秋田市川元松丘町2-8

11
（株）ウヌマ地域総研

12,100,000        
秋田市八橋新川向13-19

14

13

予定価格 a 8,789,000

うち消費税 b 799,000

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 7,990,000

最低制限価格（消費税抜き） -



予定価格 a 4,268,000

うち消費税 b 388,000

15

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 3,880,000

最低制限価格（消費税抜き） -

13

12

11

10
（株）日本インシーク秋田営業所

辞退
秋田市川元松丘町2-8

9
（株）八州秋田営業所

20,000,000        
秋田市茨島6-24-29

秋田市八橋新川向13-19

8 明治コンサルタント（株）秋田支店 8,000,000         
秋田市八橋字下八橋191-11

7
（株）ウヌマ地域総研

6,200,000         

秋田市川尻町字大川反170-26

6
興建エンジニアリング（株）

4,330,000         

5
（株）さくら技研

4,300,000                                                     

秋田市新屋比内町8-45

4
ジオテックコンサルタンツ（株）

3,940,000                                                     
秋田市新屋鳥木町1-74

                                            
秋田市中通7-2-20-201

3
（株）オオバ秋田営業所

3,300,000                                                     
秋田市八橋本町6-11-14

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21日 まで

1
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

2,000,000                                                     落札
秋田市中通1-3-39ダイアパレス中通ビル

2
（株）フルテック秋田支店

2,800,000         

場　　　所 北秋田市木戸石字芦沢　地内

種　　　別 土木関係建設コンサルタント（鋼構造及びコンクリート）

概　　　要

　苗代沢橋　Ｌ＝16.0ｍ、Ｗ＝7.0（8.2）ｍ
１．現地詳細調査　Ｎ＝1橋
２．橋梁補修設計　Ｎ＝1基
　上部工形式：鋼Ｈ型橋（合成）　ほか

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時20分

名　　　称 建道防委第8号 橋梁補修詳細設計業務委託（苗代沢橋）



予定価格 a 14,509,000

うち消費税 b 1,319,000

15

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 13,190,000

最低制限価格（消費税抜き） -

13

12

11
（株）日本インシーク秋田営業所

辞退
秋田市川元松丘町2-8

10
（株）ウヌマ地域総研

18,000,000        
秋田市八橋新川向13-19

9
明治コンサルタント（株）秋田支店

17,000,000        
秋田市八橋字下八橋191-11

秋田市川尻町字大川反170-26

8 （株）東北開発コンサルタント秋田営業所 14,000,000        
秋田市大平台4-8-18

7
（株）さくら技研

14,000,000        

秋田市中通7-2-20-201

6
興建エンジニアリング（株）

13,450,000        

5
（株）フルテック秋田支店

10,128,000                                                    

秋田市新屋比内町8-45

4
（株）オオバ秋田営業所

10,100,000                                                    
秋田市八橋本町6-11-14

                                            
秋田市山王3-1-7

3
（株）八州秋田営業所

8,640,000                                                     
秋田市茨島6-24-29

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28日 まで

1
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

7,900,000                                                     落札
秋田市中通1-3-39ダイアパレス中通ビル

2
（株）福山コンサルタント秋田営業所

8,470,000         

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時20分

名　　　称 建道防委第9号 橋梁補修詳細設計業務委託（綴子橋）

概　　　要

　綴子橋　Ｌ＝27.4ｍ、Ｗ＝5.0（5.6）ｍ、　架設年次：昭和41年
１．現地詳細調査　Ｎ＝1橋
２．橋梁補修設計　Ｎ＝1基

場　　　所 北秋田市綴子字家下タ　地内

種　　　別 土木関係建設コンサルタント（鋼構造及びコンクリート）

３．耐震補強設計（橋脚）　Ｎ＝1式　ほか



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 2,820,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 3,102,000

うち消費税 b 282,000

15

14

13

12

11

8

10

9

秋田市中通4-1-2　秋田スクエアビル3F

6
（有）おさない

2,920,000         

5
キョウワプロテック（株）秋田事務所

2,870,000                                                     

能代市万町5-5

7
太平ビルサービス（株）大館営業所

2,950,000         
大館市字水門前75-2

4
（株）友愛ビルサービス

2,860,000                                                     
秋田市山王3-1-7

2
（株）シーテック

2,820,000                                                     
能代市字昇平岱30-20

3
（株）トップス

2,830,000                                                     
秋田市泉釜ノ町22-13

鷹巣小学校、鷹巣東小学校、綴子小学校、清鷹小学校、

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18日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

2,770,000                                                     落札
北秋田市脇神字高村岱185

種　　　別 役務（敷地・施設内の清掃）かつ県登録

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時40分

名　　　称 教学小管委第1号 清掃業務委託（鷹巣地区４小学校）

１．床洗浄ワックス塗布
２．ジュータンクリーニング
３．窓ガラス清掃
４．トイレ清掃　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 3,600,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 3,960,000

うち消費税 b 360,000

15

14

13

12

11

8

10

9

5
太平ビルサービス（株）大館営業所

3,720,000                                                     

秋田市山王3-1-7

北秋田市脇神字高村岱185

7
キョウワプロテック（株）秋田事務所

3,850,000         
秋田市中通4-1-2　秋田スクエアビル3F

4
（株）シーテック

3,700,000                                                     

大館市字水門前75-2

6
（株）友愛ビルサービス

3,800,000         

能代市万町5-5

能代市字昇平岱30-20

2
（株）タクト北秋営業所

3,650,000         

3
（有）おさない

3,680,000                                                     

                                            

４．窓ガラス清掃　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10月29日 まで

1
（株）トップス

3,500,000                                                     落札
秋田市泉釜ノ町22-13

種　　　別 役務（敷地・施設内の清掃）かつ県登録

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時40分

名　　　称 教学小管委第2号 清掃業務委託（森吉地区２小学校）

場　　　所 米内沢小学校、前田小学校

１．床洗浄ワックス塗布
２．床フローリング清掃ワックス塗布
３．ジュータンクリーニング



予定価格 a 2,230,800

うち消費税 b 202,800

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 2,028,000

最低制限価格（消費税抜き） -

14

13

12

11

10

9

秋田市山王3-1-7

8

7
（株）友愛ビルサービス

2,300,000         

大館市字水門前75-2

6
キョウワプロテック（株）秋田事務所

2,280,000         

5
太平ビルサービス（株）大館営業所

2,240,000                                                     

秋田市中通4-1-2　秋田スクエアビル3F

4
（株）タクト北秋営業所

2,200,000                                                     
北秋田市脇神字高村岱185

2
（株）シーテック

2,120,000                                                     
能代市字昇平岱30-20

3
（有）おさない

2,150,000                                                     
能代市万町5-5

阿仁合小学校、大阿仁小学校

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29日 まで

1
（株）トップス

2,017,000                                                     落札
秋田市泉釜ノ町22-13

種　　　別 役務（敷地・施設内の清掃）かつ県登録

概　　　要

１．床洗浄ワックス塗布

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時40分

名　　　称 教学小管委第3号 清掃業務委託（阿仁地区２小学校）

２．床フローリング清掃ワックス塗布
３．ジュータンクリーニング
４．窓ガラス清掃　ほか

場　　　所



種　　　別 役務（敷地・施設内の清掃）かつ県登録

概　　　要

１．床洗浄ワックス塗布

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時40分

名　　　称 教学小管委第4号 清掃業務委託（合川小学校）

２．床フローリング清掃ワックス塗布
３．ジュータンクリーニング
４．窓ガラス清掃　ほか

場　　　所 合川小学校

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29日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

2,550,000                                                     落札
北秋田市脇神字高村岱185

2
（株）トップス

2,600,000                                                     
秋田市泉釜ノ町22-13

3
（株）シーテック

2,640,000                                                     
能代市字昇平岱30-20

4
（株）友愛ビルサービス

2,650,000                                                     
秋田市山王3-1-7

秋田市中通4-1-2　秋田スクエアビル3F

6
（有）おさない

2,750,000         

5
キョウワプロテック（株）秋田事務所

2,680,000                                                     

能代市万町5-5

大館市字水門前75-2

8

7
太平ビルサービス（株）大館営業所

2,800,000         

10

9

12

11

14

13

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 2,578,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,835,800

うち消費税 b 257,800

15



入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時40分

種　　　別 役務（敷地・施設内の清掃）かつ県登録

概　　　要

１．床洗浄ワックス塗布

名　　　称 教学中管委第1号 清掃業務委託（鷹巣中学校）

２．床フローリング清掃ワックス塗布
３．窓ガラス清掃
４．トイレ清掃　ほか

場　　　所 鷹巣中学校

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18日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

1,530,000                                                     落札
北秋田市脇神字高村岱185

秋田市中通4-1-2　秋田スクエアビル3F

2
（株）トップス

1,570,000                                                     
秋田市泉釜ノ町22-13

3
（株）シーテック

1,580,000                                                     
能代市字昇平岱30-20

7
（有）おさない

1,720,000         
能代市万町5-5

4
キョウワプロテック（株）秋田事務所

1,630,000                                                     

秋田市山王3-1-7

6
太平ビルサービス（株）大館営業所

1,700,000         

5
（株）友愛ビルサービス

1,680,000                                                     

大館市字水門前75-2

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 1,700,600

うち消費税 b 154,600

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 1,546,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 役務（敷地・施設内の清掃）かつ県登録

概　　　要

１．床洗浄ワックス塗布

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時40分

名　　　称 教学中管委第2号 清掃業務委託（森吉中学校）

２．床フローリング清掃ワックス塗布
３．窓ガラス清掃
４．トイレ清掃　ほか

場　　　所 森吉中学校

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29日 まで

1
（株）シーテック

1,530,000         1,500,000                               落札
能代市字昇平岱30-20

秋田市山王3-1-7

2
（株）タクト北秋営業所

1,630,000         1,510,000                               
北秋田市脇神字高村岱185

3
（株）トップス

1,650,000         辞退                       
秋田市泉釜ノ町22-13

7
太平ビルサービス（株）大館営業所

1,720,000         辞退
大館市字水門前75-2

4
（株）友愛ビルサービス

1,670,000         辞退                       

能代市万町5-5

6
キョウワプロテック（株）秋田事務所

1,700,000         辞退

5
（有）おさない

1,680,000         辞退                       

秋田市中通4-1-2　秋田スクエアビル3F

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 1,665,400

うち消費税 b 151,400

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 1,514,000

最低制限価格（消費税抜き） -



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 1,082,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,190,200

うち消費税 b 108,200

15

14

13

12

11

8

10

9

大館市字水門前75-2

6
キョウワプロテック（株）秋田事務所

1,290,000         

5
太平ビルサービス（株）大館営業所

1,280,000                                                     

秋田市中通4-1-2　秋田スクエアビル3F

7
（株）友愛ビルサービス

1,300,000         
秋田市山王3-1-7

4
（有）おさない

1,200,000                                                     
能代市万町5-5

2
（株）タクト北秋営業所

1,050,000                                                     
北秋田市脇神字高村岱185

3
（株）シーテック

1,180,000                                                     
能代市字昇平岱30-20

阿仁中学校

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29日 まで

1
（株）トップス

996,000                                                        落札
秋田市泉釜ノ町22-13

種　　　別 役務（敷地・施設内の清掃）かつ県登録

概　　　要

１．床洗浄ワックス塗布

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時40分

名　　　称 教学中管委第3号 清掃業務委託（阿仁中学校）

２．窓ガラス清掃
３．トイレ清掃
４．エアコン分解清掃　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 1,528,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,680,800

うち消費税 b 152,800

15

14

13

12

11

8

10

9

大館市字水門前75-2

6
（株）友愛ビルサービス

1,660,000         

5
太平ビルサービス（株）大館営業所

1,650,000                                                     

秋田市山王3-1-7

7
（有）おさない

1,720,000         
能代市万町5-5

4
キョウワプロテック（株）秋田事務所

1,620,000                                                     
秋田市中通4-1-2　秋田スクエアビル3F

2
（株）トップス

1,540,000                                                     
秋田市泉釜ノ町22-13

3
（株）シーテック

1,560,000                                                     
能代市字昇平岱30-20

合川中学校

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18日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

1,510,000                                                     落札
北秋田市脇神字高村岱185

種　　　別 役務（敷地・施設内の清掃）かつ県登録

概　　　要

１．床洗浄ワックス塗布

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時40分

名　　　称 教学中管委第4号 清掃業務委託（合川中学校）

２．ジュータンクリーニング
３．窓ガラス清掃
４．高所埃取り　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 1,480,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,628,000

うち消費税 b 148,000

15

14

13

12

11

8 （株）タクト北秋営業所 辞退
北秋田市脇神字高村岱185

10

9
東北ビル管財（株）北秋田営業所

辞退
北秋田市材木町10-1

大仙市東川字屋敷後94-1

6
（株）能代清掃センター

辞退

5
（株）富樫清掃

辞退                                             

能代市河戸川字西山下1-6

7
（株）東北ビルカンリ・システムズ

辞退
秋田市大町3-3-36

4
環清工業（株）秋田支店

1,570,000                                                     
にかほ市金浦字川向28-1

2
山岡工業（株）

1,500,000                                                     
秋田市御所野湯本2-1-5

3
（株）タイセイ

1,530,000                                                     
大館市字沼館道上82

北秋田市小又字下川原、阿仁前田字下川端　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27日 まで

1
（株）北日本ウエスターン商事秋田支店

1,450,000                                                     落札
秋田市新屋沖田町3-3

種　　　別 役務（建築物排水管の清掃）かつ産廃収集運搬業

概　　　要

１．源泉送湯管洗管

入札結果調書
入札日時 令和3年6月9日 午前10時40分

名　　　称 商観ク委第6号 クウィンス森吉源泉送湯管洗管及び源泉槽洗浄委託

２．源泉槽洗浄
３．産廃運搬処分（洗浄廃水）
　ほか

場　　　所


