
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．実施設計業務

入札結果調書
入札日時 令和4年6月23日 午前9時10分

名　　　称 都住建委第4号 （仮称）東裏団地建設工事実施設計業務委託

　市営住宅（共同住宅）
　　木造平屋建　1棟2戸（1LDK：2戸）約106ｍ2×3棟（約319ｍ2）
　　・住宅棟（外部物置併設、共用廊下型）　ほか

場　　　所 北秋田市阿仁水無字畑町東裏49-5　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2月10日 まで

1
村岡建築事務所

2,700,000                                                     落札
北秋田市米内沢字寺の下31-3

2
（有）武石工務店

2,740,000                                                     
北秋田市下杉字狐森62-3

3
M's設計室

2,820,000                                                     
北秋田市米代町5-28

4
永井トシノリ一級建築設計事務所

2,830,000                                                     
北秋田市坊沢字深関街道下32

5
（有）奈良田建築設計事務所

2,840,000                                                     

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 2,700,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,970,000

うち消費税 b 270,000

15



種　　　別 「環境調査業務」の登録及び「騒音調査」の希望、かつ県登録

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和4年6月24日 午前10時20分

名　　　称 北秋環衛委第1号 令和４年度自動車騒音常時監視調査業務委託

１．自動車交通騒音測定調査　　
　　24時間測定1地点（北秋田市米内沢大沢岱）
２．面的評価システムデータ入力等
　ほか

場　　　所 北秋田市内（鷹巣川井堂川線：脇神字平崎川戸沼～川井字才ノ神の間）

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
（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
（株）秋田分析コンサルタント

590,000                                                        
秋田市保戸野鉄砲町10-11

4
秋田環境測定センター（株）

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

5

7

6

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 770,000

うち消費税 b 70,000

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 700,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 測量業務

概　　　要

１．測量業務　Ｌ＝1,000ｍ

入札結果調書
入札日時 令和4年6月24日 午前10時

名　　　称 林開委第1号 林業専用道（規格相当）測量設計業務委託　関ノ沢線

２．設計業務　Ｌ＝1,000ｍ
　　※設計条件
　　　区　　分：自動車道2級　ほか

場　　　所 北秋田市三木田字関ノ沢地内　外

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10月31日 まで

1
（有）ダイワ技術

6,000,000                                                     落札
北秋田市東横町10-6

2
奥羽測量設計(株)北秋田営業所

6,050,000                                                     
北秋田市大町2-8

3
（有）木村測量設計事務所

6,100,000                                                     
北秋田市阿仁比立内字前田表41-2

4
技苑コンサル（株）

6,100,000                                                     
北秋田市綴子字古関120-6

5
（有）測土開発

6,110,000                                                     

北秋田市鷹巣字西上綱20-1

7
創和技術（株）北秋田事務所

6,200,000         

北秋田市綴子字糠沢上谷地244-2

6
（株）矢留測量設計鷹巣営業所

6,190,000         

北秋田市松葉町12-22

8
（株）緑設計北秋田営業所

6,300,000         
北秋田市阿仁根子字根子又83

10
（株）鹿渡工業北秋田営業所

6,500,000         
北秋田市今泉字今泉8-1

9
東邦技術（株）秋北営業所

6,400,000         
北秋田市旭町10-26

12

11

14

13

予定価格 a 6,985,000

うち消費税 b 635,000

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 6,350,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 土木コンサルタント「鋼構造及びコンクリート」

概　　　要

　糠沢橋　Ｌ＝30.0ｍ、Ｗ＝6.0（6.6）ｍ、架設年次：昭和29年

入札結果調書
入札日時 令和4年6月24日 午前10時

名　　　称 建道防委第4号 橋梁補修詳細設計業務委託（糠沢橋）

１．現地詳細調査　Ｎ＝1橋
２．補修設計　Ｎ＝1橋
３．耐震補強設計（橋脚）　Ｎ＝1橋　ほか

場　　　所 北秋田市綴子字糠沢下タ　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11月24日 まで

1
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

9,000,000                                                     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

9,350,000                                                     
秋田市中通7-2-20-201

3
富士技研センター（株）秋田支店

11,000,000                                                    
秋田市中通2-1-36　マグナスビル6階

4
（株）オオバ秋田営業所

11,416,000                                                    
秋田市八橋本町6-11-14

5
明治コンサルタント（株）秋田支店

12,560,000                                                    

秋田市八橋新川向13-19

7
興建エンジニアリング（株）

17,300,000        

秋田市八橋字下八橋191-11

6
（株）ウヌマ地域総研

15,800,000        

9

秋田市新屋比内町8-45

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 15,260,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 16,786,000

うち消費税 b 1,526,000

15



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4年6月24日 午前11時

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．墓園内剪定業務
２．道路支障枝剪定業務
３．剪定枝等処分
　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4年8月5日 まで

1
古河林業緑化（株）

500,000            430,000                                  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）

550,000            460,000                                  
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 506,000

うち消費税 b 46,000

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 460,000

最低制限価格（消費税抜き） -



種　　　別 役務「機械設備保全管理・管」

概　　　要

１．エアコン（室内機）機器フィルター清掃　　68台（換気扇含む）

入札結果調書
入札日時 令和4年6月24日 午前10時20分

名　　　称 森給委第16号 もりよし学校給食センター空調設備保守点検業務委託

２．厨房エアコンフィルター取替　15台
３．調理室換気機器清掃　8台（換気扇含む）
４．送風機点検　10台　ほか

場　　　所 北秋田市米内沢字林ノ腰36　もりよし学校給食センター

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31日 まで

1
日通プロパン鷹巣販売（有）

1,210,000                                                     落札
北秋田市綴子字中堤82-2

2

3

4

5

7

6

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 1,375,000

うち消費税 b 125,000

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 1,250,000

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．窓ガラス清掃

入札結果調書
入札日時 令和4年6月24日 午前10時20分

名　　　称 小管理委第2号 清掃業務委託（鷹巣地区４小学校）

２．カーペットクリーニング
３．トイレ清掃
　ほか

場　　　所 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5年2月28日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

1,216,000                                                     落札
北秋田市脇神字高村岱185

2
（株）シーテック

1,230,000                                                     
能代市字昇平岱30-20

3
（株）トップス

1,250,000                                                     
秋田市旭北錦町5-50　シティビル秋田４Ｆ

4
キョウワプロテック（株）秋田事務所

1,260,000                                                     
秋田市中通4-1-2　秋田スクエアビル3F

5
（有）おさない

1,290,000                                                     

秋田市山王3-1-7

7
太平ビルサービス（株）大館営業所

1,420,000         

能代市万町5-5

6
（株）友愛ビルサービス

1,320,000         

大館市字水門前75-2

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 1,496,000

うち消費税 b 136,000

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 1,360,000

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4年6月24日 午前10時20分

名　　　称 小管理委第5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．床洗浄メンテナンス剤塗布
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5年2月28日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

947,000                                                        落札
北秋田市脇神字高村岱185

2
（株）トップス

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

3
（株）シーテック

990,000                                                        
能代市字昇平岱30-20

4
キョウワプロテック（株）秋田事務所

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

5
（有）おさない

1,050,000                                                     

秋田市山王3-1-7

7
太平ビルサービス（株）大館営業所

1,280,000         

能代市万町5-5

6
（株）友愛ビルサービス

1,130,000         

大館市字水門前75-2

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 1,188,000

うち消費税 b 108,000

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 1,080,000

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4年6月24日 午前10時20分

名　　　称 中管理委第2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5年2月28日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

1,557,000                                                     落札
北秋田市脇神字高村岱185

2
（株）シーテック

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

3
（株）トップス

1,600,000                                                     
秋田市旭北錦町5-50　シティビル秋田４Ｆ

4
（有）おさない

1,630,000                                                     
能代市万町5-5

5
キョウワプロテック（株）秋田事務所

1,650,000                                                     

秋田市山王3-1-7

7
太平ビルサービス（株）大館営業所

1,720,000         

秋田市中通4-1-2　秋田スクエアビル3F

6
（株）友愛ビルサービス

1,690,000         

大館市字水門前75-2

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 2,013,000

うち消費税 b 183,000

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 1,830,000

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．窓ガラス清掃

入札結果調書
入札日時 令和4年6月24日 午前10時20分

名　　　称 中管理委第5号 清掃業務委託（合川中学校）

２．トイレ清掃
３．高所埃取り
　ほか

場　　　所 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5年2月28日 まで

1
（株）タクト北秋営業所

605,000                                                        落札
北秋田市脇神字高村岱185

2
（株）トップス

630,000                                                        
秋田市旭北錦町5-50　シティビル秋田４Ｆ

3
（株）シーテック

650,000                                                        
能代市字昇平岱30-20

4
キョウワプロテック（株）秋田事務所

680,000                                                        
秋田市中通4-1-2　秋田スクエアビル3F

5
太平ビルサービス（株）大館営業所

750,000                                                        

秋田市山王3-1-7

7
（有）おさない

760,000            

大館市字水門前75-2

6
（株）友愛ビルサービス

750,000            

能代市万町5-5

8

10

9

12

11

14

13

予定価格 a 735,900

うち消費税 b 66,900

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 669,000

最低制限価格（消費税抜き） -


