
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 999,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,098,900

うち消費税 b 99,900
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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5月31日 まで

1
東北産業（株）

903,000                                                        落札
潟上市天王字江川27-1

2

概　　　要

１．船体修繕　プロペラ軸修正
２．設備修繕　操舵室左舷側ワイパー取替
　※作業船の準備を含む
　ほか

場　　　所 北秋田市太平湖　地内

種　　　別 役務登録業者

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前10時

名　　　称 商観太修第1号 太平湖遊覧船（森吉丸）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 831,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 910,400

うち消費税 b 79,400
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村岡建築事務所

900,000                                                        
北秋田市米内沢字寺の下31-3

820,000                                                        
北秋田市米代町5-28

3
（有）奈良田建築設計事務所

847,000                                                        
北秋田市旭町4-31

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12月23日 まで

1
（有）武石工務店

800,000                                                        落札
北秋田市下杉字狐森62-3

2
M's設計室

場　　　所 北秋田市宮前町5　地内

種　　　別 建設コンサルタント業務「建築一般」かつ一級建築士（当該設計業務の受託者を除く）

概　　　要

1.対象工事名　こども工第1号　子育てサポートハウス新築工事（建築工事）
　　　　　　　こども工第2号　子育てサポートハウス新築工事（機械設備工事）
　　　　　　　こども工第3号　子育てサポートハウス新築工事（電気設備工事）
※本件は第三者監理方式　ほか

入札結果調書
入札日時 令和4年4月20日 午前9時10分

名　　　称 こども委第2号 子育てサポートハウス新築工事監理業務委託



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 10,020,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 11,022,000

うち消費税 b 1,002,000
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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

11,500,000        10,500,000                              

7

4
（有）武石工務店

10,900,000        10,350,000                              
北秋田市下杉字狐森62-3

11,100,000        10,200,000                              
北秋田市旭町4-31

3
村岡建築事務所

10,650,000        10,200,000                              
北秋田市米内沢字寺の下31-3

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5年2月28日 まで

1
M's設計室

10,370,000        9,930,000                               落札
北秋田市米代町5-28

2
（有）奈良田建築設計事務所

場　　　所 北秋田市阿仁水無字上岱13-2　阿仁合小学校　地内

種　　　別 建設コンサルタント業務「建築一般」かつ一級建築士

概　　　要

１.工事内容
　校舎等の統合改修（建築改修・電気設備改修・機械設備改修）
　鉄筋コンクリート造2階建て：教室棟1,344ｍ2、管理棟1,198ｍ2
　鉄骨造平屋建て：昇降口141ｍ2、体育館（渡廊下含む）680ｍ2　ほか

入札結果調書
入札日時 令和4年4月20日 午前9時10分

名　　　称 教総小委第14号 阿仁地区小中学校統合改修工事実施設計業務委託



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 1,980,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,178,000

うち消費税 b 198,000
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4
（株）理研分析センター秋田営業所

2,700,000                                                     
秋田市土崎港西3-7-16

2,200,000                                                     
秋田市川尻総社町8-13

3
（株）秋田分析コンサルタント

2,260,000                                                     
秋田市保戸野鉄砲町10-11

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4年8月1日 まで

1
秋田環境測定センター（株）

1,900,000                                                     落札
秋田市川尻御休町11-14

2
エヌエス環境（株）秋田支店

場　　　所 北秋田市阿仁水無字上岱13-2　地内

種　　　別 環境調査業務「大気調査」

概　　　要

1.調査箇所　①普通教室棟、管理棟・特別教室棟（昇降口を含む）
　　　　　　　S51年新築　RC造　2階建て　延べ床面積2,683ｍ2
　　　　　　②屋内運動場（渡り廊下を含む）
　　　　　　　S52年新築　S造　平屋建て　延べ床面積680ｍ2　ほか

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前10時20分

名　　　称 教総小委第13号 アスベスト事前調査業務委託（阿仁地区小中学校統合改修工事）



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 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
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大館市字水門前75-2

6

5
太平ビルサービス（株）大館営業所

1,620,000         辞退                       

7

4
キョウワプロテック（株）秋田事務所

1,560,000         辞退                       
秋田市中通4-1-2　秋田スクエアビル3F

2
（株）友愛ビルサービス

1,520,000         1,480,000                               
秋田市山王3-1-7

3
（株）トップス

1,550,000         辞退                       
秋田市旭北錦町5-50　シティビル秋田４Ｆ

北秋田市役所本庁舎

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和4年5月1日 から 令和5年3月31日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

1,496,000         1,474,000                               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4年4月21日 午前10時20分

名　　　称 管財委第1号 本庁舎清掃業務委託（５月～３月）

1.期間　令和4年5月1日～令和5年3月31日　11カ月
2.勤務時間　13:00から閉庁後の塵芥処分作業完了まで
3.勤務日　土日祝祭日を除く毎日
4.清掃等作業区域　庁舎各階全部の清掃（市長室、応接室、厨房を除く）　ほか

場　　　所



種　　　別 役務「敷地・施設内の清掃」かつ県登録

概　　　要

1.期間　令和4年5月1日～令和5年3月31日　11ｹ月

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前10時20分

名　　　称 教文委第12号 北秋田市文化会館日常清掃業務委託

2.勤務時間　8:30～15:00(週6日)
　休憩時間　12:00～13:00
　休息時間　10:00～10:15　ほか

場　　　所 北秋田市材木町2番3号　地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和4年5月1日 から 令和5年3月31日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

1,815,000         1,793,000                               落札
北秋田市脇神字高村岱185

大館市字水門前75-2

2
（株）友愛ビルサービス

1,845,000         1,810,000                               
秋田市山王3-1-7

3
キョウワプロテック（株）秋田事務所

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

7

4
太平ビルサービス（株）大館営業所

1,900,000         辞退                       

秋田市旭北錦町5-50　シティビル秋田４Ｆ

6

5
（株）トップス

1,930,000         辞退                       

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 1,991,000

うち消費税 b 181,000

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 1,810,000

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 2,856,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 3,141,600

うち消費税 b 285,600
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9

大館市字水門前75-2

6

5
太平ビルサービス（株）大館営業所

2,990,000         辞退                       

7

4
（株）トップス

2,960,000         辞退                       
秋田市旭北錦町5-50　シティビル秋田４Ｆ

2
（株）友愛ビルサービス

2,910,000         2,850,000                               
秋田市山王3-1-7

3
キョウワプロテック（株）秋田事務所

2,950,000         辞退                       
秋田市中通4-1-2　秋田スクエアビル3F

市民ふれあいプラザ（花園町10-5）

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和4年5月1日 から 令和5年3月31日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

2,860,000         2,827,000                               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.委託期間　令和4年5月1日～令和5年3月31日

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前10時20分

名　　　称 ふれあい委第2号 市民ふれあいプラザ日常清掃業務委託

2.清掃作業区域　北秋田市民ふれあいプラザ館内及び敷地内
3.勤務形態　勤務時間8:30～15:30（週7日）、休憩時間12:00～13:00
休息時間10:00～10:15、勤務を要しない日：原則なし　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 2,166,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,382,600

うち消費税 b 216,600
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大館市字水門前75-2

6

5
太平ビルサービス（株）大館営業所

2,260,000         辞退                       

7

4
（株）トップス

2,220,000         辞退                       
秋田市旭北錦町5-50　シティビル秋田４Ｆ

2
（株）友愛ビルサービス

2,190,000         2,160,000                               
秋田市山王3-1-7

3
キョウワプロテック（株）秋田事務所

2,180,000         辞退                       
秋田市中通4-1-2　秋田スクエアビル3F

北秋田市材木町2番2号　地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和4年5月1日 から 令和5年3月31日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

2,167,000         2,145,000                               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.期間　令和4年5月1日～令和5年3月31日　11ｹ月

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前10時20分

名　　　称 教交委第9号 北秋田市交流センター日常清掃業務委託

2.勤務時間　8:30～15:00(週7日)
　休憩時間　12:00～13:00
　休息時間　10:00～10:15　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 790,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 869,000

うち消費税 b 79,000
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2
（株）友愛ビルサービス

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

3
（株）トップス

830,000                                                        
秋田市旭北錦町5-50　シティビル秋田４Ｆ

北秋田市材木町2番3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5年3月31日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

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

種　　　別 役務「建築物害虫等駆除」かつ県登録

概　　　要

1.管理技術者選任料　11ｹ月

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前10時20分

名　　　称 教文委第13号 北秋田市文化会館環境衛生管理業務委託

2.空気環境測定　6回（1回につき2度測定　午前・午後）
　　湿度・相対湿度・気流・ｶﾞｽ・浮遊粉塵量・CO・CO₂
3.ねずみ・害虫駆除(館内)　2回　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 670,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 737,000

うち消費税 b 67,000

15
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8

10

9

6

5

7

4

690,000                                                        
北秋田市阿仁荒瀬字向岱10

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5年3月31日 まで

1
日通プロパン鷹巣販売（有）

655,000                                                        落札
北秋田市綴子字中堤82-2

2
（有）ヤマグチ

場　　　所 北秋田市役所本庁舎

種　　　別 役務「機械設備保全管理・管」

概　　　要

1.冷温水機切替作業　　真空引き、ﾊﾞｰﾅｰ清掃、試運転調整含む　年1回
2.エアコン設備保守点検　ﾌﾛﾝ漏洩点検、ﾌｨﾙﾀｰ清掃　　年1回
3.その他の機器保守点検　
　ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ水抜き・養生、冷却水配管水抜き、ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ、補給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、　ほか

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前10時20分

名　　　称 管財委第2号 本庁舎空調設備保守点検業務委託（６月～）



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 1,560,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,716,000

うち消費税 b 156,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

1,700,000                                                     
北秋田市大町2-8

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5年3月31日 まで

1
日通プロパン鷹巣販売（有）

1,540,000                                                     落札
北秋田市綴子字中堤82-2

2
大館桂工業（株）北秋田営業所

場　　　所 北秋田市材木町2番3号　地内

種　　　別 役務「機械設備保全管理・管」

概　　　要

1.冷温水発生機点検整備　1式
2.ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ点検整備　1式
3.ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ点検整備　1式
4.天井埋込ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ点検整備　天井ｶｾｯﾄ、隠蔽型、床置　1式　ほか

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前10時20分

名　　　称 教文委第14号 北秋田市文化会館空調設備保守点検業務委託



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 1,095,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,204,500

うち消費税 b 109,500

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

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5年3月31日 まで

1
大館桂工業（株）北秋田営業所

1,070,000                                                     落札
北秋田市大町2-8

2

場　　　所 北秋田市米内沢字寺ノ下　地内

種　　　別 役務「機械設備保全管理・管」

概　　　要

1.冷温水発生機　吸収式　2台　冷暖房切替、機器点検　年2回
2.冷却塔　1基　清掃、点検、水抜き　年2回
3.冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ　1台　電流値他点検　年1回
4.冷温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(WP-2～6)　6台　電流値他点検　年1回　　ほか

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前10時20分

名　　　称 森公委第1号 森吉コミュニティセンター空調設備保守点検業務委託



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 1,150,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,265,000

うち消費税 b 115,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

1,140,000                                                     
北秋田市綴子字中堤82-2

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5年3月31日 まで

1
（有）ヤマグチ

1,100,000                                                     落札
北秋田市阿仁荒瀬字向岱10

2
日通プロパン鷹巣販売（有）

場　　　所 北秋田市阿仁銀山字下新町　地内

種　　　別 役務「機械設備保全管理・管」

概　　　要

1.冷温水発生機(RH-1)　吸収式　80RT 年4回
2.冷却塔(CT-1)　角型低騒　年2回
3.温水機(BH-1)　真空式　2回路　年1回
4.冷・温ポンプ類　年1回　ほか

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前10時20分

名　　　称 北秋阿総委第1号 阿仁庁舎空調設備保守点検業務委託



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 800,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 880,000

うち消費税 b 80,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

2
日通プロパン鷹巣販売（有）

780,000                                                        
北秋田市綴子字中堤82-2

3

北秋田市阿仁前田字下川端及び小又字堂ノ下21-2　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5年3月31日 まで

1
（有）ヤマグチ

760,000                                                        落札
北秋田市阿仁荒瀬字向岱10

種　　　別 役務「機械設備保全管理・管」

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前10時20分

名　　　称 商観ク委第1号 クウィンス森吉温泉送湯ポンプ保守点検委託

１．源泉井戸送湯ポンプ保守点検　　年２回
２．ろ過循環ポンプ保守点検　　年１回
３．浴槽源泉送湯ポンプ保守点検　　年１回
　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 1,340,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,474,000

うち消費税 b 134,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

2
古河林業緑化（株）

1,450,000         辞退                       
北秋田市阿仁銀山字下新町119-6

3

北秋田市花園町　地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和4年5月1日 から 令和5年3月31日 まで

1
かつら造園建設（株）

1,350,000         1,250,000                               落札
北秋田市綴子字田中大道下164-1

種　　　別 役務「樹木剪定、害虫駆除」

概　　　要

1.芝刈り（集草、搬出、処分）　年9回

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前10時20分

名　　　称 都公管委第11号 米代児童公園管理委託

2.樹木の剪定、刈り込み（搬出、処分）　年1回
3.園内清掃（トイレ除く）7か月
4.施設冬囲い・撤去　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 7,700,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 8,470,000

うち消費税 b 770,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

2
古河林業緑化（株）

7,800,000                                                     
北秋田市阿仁銀山字下新町119-6

3

北秋田市脇神　地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和4年5月1日 から 令和5年3月31日 まで

1
かつら造園建設（株）

7,700,000                                                     落札
北秋田市綴子字田中大道下164-1

種　　　別 役務「樹木剪定、害虫駆除」

概　　　要

1.公園清掃、草取り、剪定、冬囲設置撤去　2人体制

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前10時20分

名　　　称 都公管委第12号 中央公園管理委託

2.草刈（広場・平場・斜面）年5回
3.桜の剪定　年1回
4.枯枝・病気・腐蝕枝の伐採　一式　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 2,390,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,629,000

うち消費税 b 239,000

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

2
かつら造園建設（株）

2,450,000                                                     
北秋田市綴子字田中大道下164-1

3

北秋田市三木田字関ノ沢173-151　外

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和4年5月1日 から 令和4年11月30日 まで

1
古河林業緑化（株）

2,380,000                                                     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」

概　　　要

1.草刈作業（芝生共）約80,000ｍ2×3回

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前10時20分

名　　　称 林施委第4号 翠雲公園施設管理委託

2.あじさい剪定　約2,500株
3.清掃（側溝・道路・トイレ・敷地内）
4.冬囲い（設置）約2,500株　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 548,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 602,800

うち消費税 b 54,800

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

569,000                                                        
秋田市山王2-1-54

3
セコム（株）大館支社

569,000                                                        
大館市清水1-77-5

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5年3月31日 まで

1
ALSOK秋田（株）

548,000                                                        落札
秋田市卸町4-9-2

2
ユーアイ警備保障（株）

場　　　所 北秋田市李岱字下豊田25　地内

種　　　別 役務「機械警備」

概　　　要

1.警備機器設置　１式
　・空間センサー　14基
　・画像センサー　2基
　・開閉センサー　14基　　ほか　ほか

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前11時

名　　　称 合公委第2号 合川公民館警備委託



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 50,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 55,000

うち消費税 b 5,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

2
秋北航空サービス（株）

124,300                                                        
大館市御成町1-11-25

3

北秋田市　地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和4年6月1日 から 令和5年3月31日 まで

1
くまのたいら企画

46,000                                                          落札
北秋田市阿仁幸屋渡字山根32

種　　　別 役務「各種イベント企画等備」、「その他（旅行）」又は「その他（アテンド）」

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前11時

名　　　称 移住委第2号 移住体験事業アテンド業務委託

１．移住体験事業にかかる旅行業取扱管理に関する業務（予定ツアー数　12回）
２．移住体験事業の応募参加者（世帯）の受入調整
３．移住体験事業実施時のガイド等のアテンド全般
　※（単価契約）入札金額は1ﾂｱｰあたりの単価（税抜き）を記載のこと。　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 78,000,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 85,800,000

うち消費税 b 7,800,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

2
環清工業（株）秋田支店

79,000,000                                                    
にかほ市金浦字川向28-1

3
東北環境管理（株）

80,000,000                                                    
秋田市山王2-1-54　三交ビル

北秋田市鷹巣字小沼19番地　地内ほか

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和4年6月1日 から 令和5年3月31日 まで

1
山岡工業（株）

72,600,000                                                    落札
秋田市御所野湯本2-1-5

種　　　別 役務「公共施設運転管」かつ国家資格

概　　　要

１．終末処理場管理業務（４処理場）　一式

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前11時

名　　　称 処理委第6号 浄化センター維持管理業務委託

２．マンホール形式ポンプ場管理業務（72箇所）　一式
３．水質等分析業務（延べ1,064回）　一式
４．特別業務（緑地管理ほか）　一式　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 6,270,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 6,897,000

うち消費税 b 627,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

2

3

北秋田市浦田　地内ほか１地区

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和4年6月1日 から 令和5年3月31日 まで

1
（株）二幸協同黄金社

4,433,000                                                     落札
北秋田市米内沢字鶴田岱149-6

種　　　別 役務「保守点検及び管理」かつ県登録、営業区域有り

概　　　要

１．処理施設維持管理業務　一式（２処理施設）

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前11時

名　　　称 農集維委第7号 森吉地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託

２．マンホールポンプ維持管理業務　一式（22箇所）

　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 3,700,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 4,070,000

うち消費税 b 370,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

2

3

北秋田市李岱字中島　地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和4年6月1日 から 令和5年3月31日 まで

1
（有）宗和

3,100,000                                                     落札
北秋田市木戸石字林岱1-11

種　　　別 役務「保守点検及び管理」かつ県登録、営業区域有り

概　　　要

１．処理施設維持管理業務　一式（１処理施設）

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前11時

名　　　称 農集維委第8号 西地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託

２．マンホールポンプ維持管理業務　一式（９箇所）

　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 6,200,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 6,820,000

うち消費税 b 620,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

2

3

北秋田市三木田　地内ほか５地区

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和4年6月1日 から 令和5年3月31日 まで

1
（有）宗和

5,600,000                                                     落札
北秋田市木戸石字林岱1-11

種　　　別 役務「保守点検及び管理」かつ県登録、営業区域有り

概　　　要

１．処理施設維持管理業務　一式（６処理施設）

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前11時

名　　　称 農集維委第9号 合川地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託（Ⅰ型）

２．マンホールポンプ維持管理業務　一式（８箇所）

　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 7,220,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 7,942,000

うち消費税 b 722,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

2

3

北秋田市上杉　地内ほか３地区

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和4年6月1日 から 令和5年3月31日 まで

1
（有）宗和

6,300,000                                                     落札
北秋田市木戸石字林岱1-11

種　　　別 役務「保守点検及び管理」かつ県登録、営業区域有り

概　　　要

１．処理施設維持管理業務　一式（４処理施設）

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前11時

名　　　称 農集維委第10号 合川地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託（Ⅲ型）

２．マンホールポンプ維持管理業務　一式（13箇所）

　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 3,760,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 4,136,000

うち消費税 b 376,000

15

14

13

12

11

10

9

8

7

北秋田市増沢字増沢口15-2

6

5
（株）合川環境

辞退                                             

4
（株）タイセイ

辞退                                             
大館市字沼館道上82

2
ユナイテッド計画（株）

8,800,000                                                     
秋田市寺内蛭根3-24-3

3
豊興産（株）

辞退                                             
秋田市新屋鳥木町1-82-2

北秋田市阿仁打当字陳場1-39　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5年3月31日 まで

1
（株）能代清掃センター

3,680,000                                                     落札
能代市河戸川字西山下1-6

種　　　別 物品「古物商・廃棄物処理」又は役務「その他（産業廃棄物運搬・処理）」、かつ県許可

概　　　要

１．沈殿槽汚泥運搬業務　８０トン

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前11時

名　　　称 商観熊委第1号 熊牧場沈殿槽汚泥運搬処分業務委託

２．沈殿槽汚泥処分業務　８０トン

　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 2,450

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,695

うち消費税 b 245

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3
(株)日本サポートサービス

辞退                                             
東京都千代田区神田駿河台2-9　駿河台フジヴュービル

東京都千代田区神田駿河台2-9

2
東北ビル管財（株）北秋田営業所

5,000               辞退                       
北秋田市材木町10-1

場　　　所 北秋田市李岱字下豊田20　北秋田市国民健康保険合川診療所

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和4年6月1日 から 令和5年3月31日 まで

1
（株）ニチイ学館

2,480               2,400                                     落札

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前11時

種　　　別 役務「その他（医療事務）」

概　　　要

名　　　称 合診委第3号 医療事務業務委託（労働者派遣）

医療事務業務　【単価契約】入札額は1時間当たり単価（税抜き）
1.期間　令和4年6月1日～令和5年3月31日　10か月
2.業務内容（１）受付窓口業務　（２）カルテ抽出・搬送業務
　　　　　（３）会計入力業務　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 7,000,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 7,700,000

うち消費税 b 700,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

3
(株)日本サポートサービス

辞退                                             
東京都千代田区神田駿河台2-9　駿河台フジヴュービル

7,150,000         7,000,000                               落札
北秋田市材木町10-1

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

1
東北ビル管財（株）北秋田営業所

東京都千代田区神田駿河台2-9

2.業務内容　医療事務業務　一式

場　　　所 北秋田市米内沢字林ノ腰　地内

　　　　　受付窓口業務、ｶﾙﾃ抽出･搬送業務、会計入力業務　ほか

期　　　間 令和4年6月1日 から 令和5年3月31日 まで

概　　　要

医事業務委託

2
（株）ニチイ学館

7,600,000         辞退                       

種　　　別 役務「その他（医療事務）」

名　　　称 米診委第2号 医事業務委託（６～３月）

入札結果調書
入札日時 令和4年4月21日 午前11時

1.期間　令和4年6月1日～令和5年3月31日　10か月


