
種　　　別 測量業務

概　　　要

１．防火水槽新設工事設計業務委託

入札結果調書
入札日時 令和3年7月20日 午前9時10分

名　　　称 北秋消委第12号 防火水槽新設工事設計業務委託（太田）

　・主要構造：スチール鋼板・ＦＲＰ製タンク（三層構造）
　・40ｍ3耐震性貯水槽1基（採水管2本付）
　ほか

場　　　所 北秋田市栄字太田新田　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30日 まで

1
技苑コンサル（株）

1,450,000                                                     落札
北秋田市綴子字古関120-6

北秋田市阿仁比立内字前田表41-2

2
（有）ダイワ技術

1,470,000                                                     
北秋田市東横町10-6

3
（有）測土開発

1,490,000                                                     
北秋田市綴子字糠沢上谷地244-2

7

4
（有）木村測量設計事務所

1,500,000                                                     

6

5

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 1,650,000

うち消費税 b 150,000

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 1,500,000

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．鷹巣体育館落雪対策ネット設置工事設計業務委託　Ｎ＝1式

入札結果調書
入札日時 令和3年7月20日 午前9時10分

名　　　称 ス振委第20号 鷹巣体育館落雪対策ネット設置工事設計業務委託

　　（実施設計・地盤調査　Ｎ＝1式）
　・工事内容：コンクリートポール　Ｈ＝9.5ｍ（ワイヤー・ネット併用型）
　・成果品：現状調査報告書、設計図書・工事費見積書の作成　ほか

場　　　所 北秋田市鷹巣字東中岱　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9月30日 まで

1
永井トシノリ一級建築設計事務所

865,000                                                        落札
北秋田市坊沢字深関街道下32

2
（有）奈良田建築設計事務所

905,000                                                        
北秋田市旭町4-31

3
（有）武石工務店

910,000                                                        
北秋田市下杉字狐森62-3

4
村岡建築事務所

950,000                                                        
北秋田市米内沢字寺の下31-3

北秋田市米代町5-28

6

5
M's設計室

960,000                                                        

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 910,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,001,000

うち消費税 b 91,000

15



種　　　別 役務（森林伐採・間伐等）

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和3年7月21日 午前10時

名　　　称 農林委造林第6号 市有林調査測量業務委託（中小又沢）

１．周囲測量　　5.33ｈａ
２．全木調査　　5.33ｈａ

　ほか

場　　　所 北秋田市栄字中小又沢　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4年2月25日 まで

1
山一林業（株）

790,000                                                        落札
北秋田市阿仁水無字上岱129-1

2
（一財）日本森林林業振興会秋田支部

807,000                                                        
秋田市中通5-9-49

3

7

4

6

5

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 877,800

うち消費税 b 79,800

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 798,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 役務（その他（各種計画策定））かつ策定実績

概　　　要

１．北秋田市公共施設等総合管理計画の改訂　1式

入札結果調書
入札日時 令和3年7月21日 午前10時

名　　　称 管財委第30号 北秋田市公共施設等総合管理計画改訂業務委託

　※プライバシーマーク又はＩＳＭＳを取得後に３年以上経過していること。
　※Ｈ28-Ｒ2年度に県内において、秋田県内の市町村が発注する総合計画等の
　　策定実績を有すること。　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25日 まで

1
（株）ぎょうせい東北支社

6,000,000                                                     落札
宮城県仙台市青葉区錦町1-6-31

2
Ｎｅｘｔ－ｉ(株)盛岡支店

7,700,000                                                     
岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1

3

7

4

6

5

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 8,173,000

うち消費税 b 743,000

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 7,430,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 測量業務かつ同種業務経験技術者、指定する技術者の配置

概　　　要

１．意向調査票の作成・発送　582件

入札結果調書
入札日時 令和3年7月21日 午前10時

名　　　称 林振委第9号 森林経営意向調査業務委託

２．意向調査票の集計・分析　300件
３．調査結果データ化・意向調査図の作成　1式
４．配置技術者　主任技術者として森林計画や林地台帳等の業務実績を有する　ほか

場　　　所 北秋田市産業部農林課

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25日 まで

1
（株）ナカノアイシステム秋田支店

4,000,000                                                     落札
秋田市八橋本町5-8-31

2
（株）北日本朝日航洋秋田支店

4,300,000                                                     
秋田市保戸野千代田町14-12

3
（株）パスコ秋田支店

4,600,000                                                     
秋田市山王2-1-60

7

4

6

5

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 4,950,000

うち消費税 b 450,000

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 4,500,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 測量業務かつ同種業務経験技術者、指定する技術者の配置

概　　　要

１．対象森林の机上・現地調査　1式

入札結果調書
入札日時 令和3年7月21日 午前10時

名　　　称 林振委第10号 経営管理権集積計画作成業務委託

２．集積計画（案）の作成・発送、計画データ及び図面データ作成　1式
３．対象森林抽出・照合・調査　75筆
４．配置技術者　主任技術者として森林計画や林地台帳等の業務実績を有する　ほか

場　　　所 北秋田市前山・黒沢・小森　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2月25日 まで

1
（株）ナカノアイシステム秋田支店

2,350,000                                                     落札
秋田市八橋本町5-8-31

2
（株）北日本朝日航洋秋田支店

2,500,000                                                     
秋田市保戸野千代田町14-12

3
（株）パスコ秋田支店

2,820,000                                                     
秋田市山王2-1-60

7

4

6

5

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 2,772,000

うち消費税 b 252,000

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 2,520,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 建設コンサルタント（都市計画及び地方計画）かつ履行実績

概　　　要

１．基本計画策定　　１式（各種要件等、設計図書等で確認すること。）

入札結果調書
入札日時 令和3年7月21日 午前10時

名　　　称 商観道整委第2号 道の駅たかのす基本計画策定業務委託

※過去5年以内に、東北地方管内の元請による「道の駅基本計画策定業務」、
　又は同種業務の履行実績を有すること。
※管理技術者は、上記の実績を有するほか、次のいずれかの技術士の配置が必要。　ほか

場　　　所 北秋田市綴子字大堤道下　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1月31日 まで

1
ランドブレイン（株）秋田事務所

5,200,000                                                     落札
秋田市山王5-11-9

宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1

2
八千代エンジニヤリング（株）北日本支店

5,940,000                                                     
宮城県仙台市青葉区二日町1-23

3
（株）復建技術コンサルタント秋田支店

6,900,000                                                     
秋田市山王2-1-53

7
東日本総合計画（株）北東北支店

8,420,000         
岩手県北上市大通り3-10-27

4
パシフィックコンサルタンツ（株）東北支社

6,950,000                                                     

秋田市山王6-10-9　猿田興業ビル

6
大日本コンサルタント（株）秋田営業所

8,100,000         

5
国際航業（株）秋田営業所

7,350,000                                                     

秋田市旭北栄町1-48

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 8,393,000

うち消費税 b 763,000

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 7,630,000

最低制限価格（消費税抜き） -


