
入札結果調書
入札日時 令和4年8月3日 午前10時

名　　　称 ス振修第4号 合川体育館非常照明設備交換修繕

場　　　所 北秋田市李岱字下豊田　地内

種　　　別 電気工事Ａ

１．非常照明設備交換（LED化）　　Ｎ＝1式
　　　照明器具　22箇所

　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和4年9月30日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

（有）北秋電気工事商会
北秋田市増沢字小瀬渡場31
（有）片岡電気工事
北秋田市阿仁吉田字町頭16
（有）安藤電機
北秋田市米内沢字大野岱12-11

予定価格 a 1,958,000

うち消費税 b 178,000

入札比較価格 a-b 1,780,000

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。

概　　　要

1          1,700,000                                                 落札

2          1,722,000                                                 

3          1,730,000                                                 

4       

5       

6       

7     

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



入札結果調書
入札日時 令和4年8月3日 午前10時30分

名　　　称 建道防委第7号 橋梁補修・耐震補強詳細設計業務委託（伏影橋）

場　　　所 北秋田市阿仁伏影字向平　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」かつ「鉄道」

　伏影橋　Ｌ＝98.4ｍ、Ｗ＝6.5（7.7）ｍ、架設年次：昭和52年
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　Ｎ＝1橋　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和5年3月22日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

（株）復建技術コンサルタント秋田支店

秋田市山王2-1-53
（株）エイト日本技術開発秋田営業所

秋田市山王3-1-7

予定価格 a 27,830,000

うち消費税 b 2,530,000

入札比較価格 a-b 25,300,000

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。

概　　　要

1         24,000,000                                                 落札

2         27,200,000                                                 

3       

4       

5       

6       

7     

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



入札結果調書
入札日時 令和4年8月3日 午前10時30分

名　　　称 建道防委第13号 北秋田市橋梁長寿命化修繕計画改定業務委託

場　　　所 北秋田市全域

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」

　対象橋梁　Ｎ＝404箇所
１．北秋田市橋梁長寿命化修繕計画改定業務　Ｎ＝1式
２．報告書作成　Ｎ＝１式
※当該業務の類似業務（インフラ施設に係る長寿命化修繕計画策定業務等）の　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和5年3月10日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

（株）オリエンタルコンサルタンツ秋田事務所

秋田市山王1-2-8
（株）東北開発コンサルタント秋田営業所

秋田市大平台4-8-18
（株）福山コンサルタント秋田営業所
秋田市山王3-1-7
（株）フルテック秋田支店
秋田市中通7-2-20-201
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

秋田市中通1-3-39ダイアパレス中通ビル

（株）ウヌマ地域総研
秋田市八橋新川向13-19
柴田工事調査（株）
湯沢市岩崎字南五条61-1

予定価格 a 8,327,000

うち消費税 b 757,000

入札比較価格 a-b 7,570,000

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。

概　　　要

1          3,580,000                                                 落札

2          4,500,000                                                 

3          6,200,000                                                 

4          6,800,000                                                 

5          7,980,000                                                 

6          8,080,000     

7         10,000,000   

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



入札結果調書
入札日時 令和4年8月3日 午前10時30分

名　　　称 建道防委第14号 北秋田市シェッド長寿命化修繕計画策定業務委託

場　　　所 北秋田市阿仁小沢鉱山字小沢　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」

　対象シェッド　Ｎ＝1箇所
１．北秋田市シェッド長寿命化修繕計画策定業務　　Ｎ＝1式
２．報告書作成　　Ｎ＝１式
※当該業務の類似業務（インフラ施設に係る長寿命化修繕計画策定業務等）の　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和4年12月2日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

（株）フルテック秋田支店
秋田市中通7-2-20-201
（株）ウヌマ地域総研
秋田市八橋新川向13-19
東日設計コンサルタント（株）秋田支店

秋田市中通1-3-39ダイアパレス中通ビル

予定価格 a 3,531,000

うち消費税 b 321,000

入札比較価格 a-b 3,210,000

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。

概　　　要

1             900,000                                                 落札

2          4,000,000                                                 

3          5,800,000                                                 

4       

5       

6       

7     

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



入札結果調書
入札日時 令和4年8月3日 午前10時

名　　　称 教総小委第40号 防火設備定期検査業務委託（鷹巣地区４小学校）

場　　　所 鷹巣小学校、鷹巣東小学校、綴子小学校、清鷹小学校

種　　　別 建設コンサルタント「建築一般」かつ一級建築士又は「電気工事Ａ」で防火設備検査員の配置

１．建築基準法第12条の規定に基づく定期調査及び報告書作成
２．報告書の作成
　・定期検査報告書概要書　　各校2部
　・定期検査報告書　　各校2部　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和4年11月4日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

（株）小畑電気商会
北秋田市材木町6-26
（有）奈良田建築設計事務所
北秋田市旭町4-31
（有）武石工務店
北秋田市下杉字狐森62-3
（有）安藤電機
北秋田市米内沢字大野岱12-11
M's設計室
北秋田市米代町5-28

予定価格 a 836,000

うち消費税 b 76,000

入札比較価格 a-b 760,000

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。

概　　　要

1             700,000                                                 落札

2             715,000                                                 

3             720,000                                                 

4             750,000                                                 

5             760,000                                                 

6       

7     

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



入札結果調書
入札日時 令和4年8月3日 午前10時30分

名　　　称 小管理委第6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

種　　　別 役務「「敷地・施設内の清掃」かつ県登録

１．窓ガラス清掃
２．トイレ清掃

　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和5年2月28日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

（株）トップス
秋田市旭北錦町5-50　シティビル秋田４Ｆ

（株）タクト北秋営業所
北秋田市脇神字高村岱185
（株）シーテック
能代市字昇平岱30-20
太平ビルサービス（株）大館営業所
大館市字水門前75-2

予定価格 a 1,380,500

うち消費税 b 125,500

入札比較価格 a-b 1,255,000

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。

概　　　要

1          1,190,000                                                 落札

2          1,200,000                                                 

3          1,220,000                                                 

4          1,230,000                                                 

5       

6       

7     

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



入札結果調書
入札日時 令和4年8月3日 午前10時30分

名　　　称 小管理委第7号 清掃業務委託（阿仁地区２小学校）

場　　　所 阿仁合小学校、大阿仁小学校

種　　　別 役務「「敷地・施設内の清掃」かつ県登録

１．床洗浄ワックス塗布
２．窓ガラス清掃
３．トイレ清掃
　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和5年2月28日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

（株）トップス
秋田市旭北錦町5-50　シティビル秋田４Ｆ

（株）シーテック
能代市字昇平岱30-20
（株）タクト北秋営業所
北秋田市脇神字高村岱185
太平ビルサービス（株）大館営業所
大館市字水門前75-2

予定価格 a 1,567,500

うち消費税 b 142,500

入札比較価格 a-b 1,425,000

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。

概　　　要

1          1,380,000                                                 落札

2          1,480,000                                                 

3          1,500,000                                                 

4          1,590,000                                                 

5       

6       

7     

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



入札結果調書
入札日時 令和4年8月3日 午前10時30分

名　　　称 中管理委第6号 清掃業務委託（森吉中学校）

場　　　所 森吉中学校

種　　　別 役務「「敷地・施設内の清掃」かつ県登録

１．窓ガラス清掃
２．トイレ清掃
３．カーペットクリーニング
　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和5年2月28日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

（株）シーテック
能代市字昇平岱30-20
（株）トップス
秋田市旭北錦町5-50　シティビル秋田４Ｆ

（株）タクト北秋営業所
北秋田市脇神字高村岱185
太平ビルサービス（株）大館営業所
大館市字水門前75-2

予定価格 a 914,100

うち消費税 b 83,100

入札比較価格 a-b 831,000

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。

概　　　要

1             830,000                                                 落札

2             850,000                                                 

3             880,000                                                 

4             950,000                                                 

5       

6       

7     

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



入札結果調書
入札日時 令和4年8月3日 午前10時30分

名　　　称 中管理委第7号 清掃業務委託（阿仁中学校）

場　　　所 阿仁中学校

種　　　別 役務「「敷地・施設内の清掃」かつ県登録

１．床洗浄ワックス塗布
２．窓ガラス清掃
３．トイレ清掃
　ほか

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和5年2月28日 まで

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

（株）トップス
秋田市旭北錦町5-50　シティビル秋田４Ｆ

（株）タクト北秋営業所
北秋田市脇神字高村岱185
（株）シーテック
能代市字昇平岱30-20
太平ビルサービス（株）大館営業所
大館市字水門前75-2

予定価格 a 1,012,000

うち消費税 b 92,000

入札比較価格 a-b 920,000

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。

概　　　要

1             890,000                                                 落札

2             940,000                                                 

3             980,000                                                 

4          1,050,000                                                 

5       

6       

7     

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       


