
執行日 令和元年5月8日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈲奥崎造園 3,370,000

高木園 3,373,000

㈱ジーエム 3,300,000

森林組合あおもり 3,373,000

㈲第一造園 3,238,000

㈲坪田庭園 3,130,000

㈲前田造園 3,204,350

㈱蓬田グリーン開発 3,030,000 落札

予定価格

（税抜）

㈲奥崎造園 5,130,000 落札

高木園 5,861,000

㈲山草園 5,900,000 無効

㈲松竹梅造園 5,800,000

森林組合あおもり 5,861,000

㈲第一造園 5,626,000

㈲大徳組 5,861,000

八甲田造園工業㈱ 5,580,000

㈱緑翔庭園 5,560,000

予定価格

（税抜）

㈲奥崎造園 4,600,000

㈲我満組 3,460,000 落札

高木園 4,614,000

㈲山草園 4,690,000 無効

㈲三内造園土木 4,614,000

㈱ジーエム 4,550,000

森林組合あおもり 4,614,000

㈲東北造園 4,614,000

㈲前田造園 3,600,000

指名業者 第1回目 結果

横内浄水場樹木管理業務（その２） 4,614,000

件名

件名 指名業者 第1回目 結果

横内浄水場樹木管理業務（その１） 5,861,000

件名 指名業者 第1回目 結果

水道部本庁舎構内樹木管理業務 3,373,000



予定価格

（税抜）

青森県森林綜合開発㈱ 2,500,000

㈲三内造園土木 2,531,000

㈲松竹梅造園 2,500,000

㈲第一造園 2,460,000

㈲大徳組 2,531,000

八甲田造園工業㈱ 2,420,000

㈲みちのく造園 2,450,000

㈱緑翔庭園 2,270,000 落札

予定価格

（税抜）

青森県森林綜合開発㈱ 11,100,000

㈲三内造園土木 11,100,000

㈲第一造園 9,979,000 落札

㈲坪田庭園 10,332,000

㈲東北造園 11,110,000

八甲田造園工業㈱ 10,500,000

㈲みちのく造園 10,770,000

㈲山口土木林業 11,000,000

㈱蓬田グリーン開発 10,998,900

㈱緑翔庭園 10,600,000

予定価格

（税抜）

青森県森林綜合開発㈱ 4,150,000

㈲我満組 3,540,000 落札

㈲松竹梅造園 4,100,000

㈲大徳組 4,175,000

㈲坪田庭園 3,750,000

㈲前田造園 3,960,000

㈲みちのく造園 4,040,000

㈲山口土木林業 4,050,000

㈱蓬田グリーン開発 4,133,250

予定価格

（税抜）

高木園 1,854,900 落札

㈲三内造園土木 2,061,000

森林組合あおもり 2,061,000

㈲坪田庭園 1,920,000

㈲東北造園 2,061,000

八甲田造園工業㈱ 1,960,000

㈲山口土木林業 2,050,000

件名 指名業者 第1回目 結果

天田内配水所樹木管理業務 2,061,000

指名業者 第1回目 結果

油川配水所樹木管理業務 4,175,000

指名業者 第1回目 結果

堤川浄水場樹木管理業務 11,110,000

指名業者 第1回目 結果

横内浄水場水源地樹木管理業務 2,531,000

件名

件名

件名



予定価格

（税抜）

㈲奥崎造園 1,810,000

㈲我満組 1,680,000

㈲山草園 1,900,000 無効

㈱ジーエム 1,580,000 落札

㈲東北造園 1,814,000

㈱蓬田グリーン開発 1,795,860

㈱緑翔庭園 1,740,000

予定価格

（税抜）

青森県森林綜合開発㈱ 4,750,000

㈲我満組 4,490,000

㈲山草園 4,870,000 無効

㈲三内造園土木 4,779,000

㈲松竹梅造園 4,700,000

㈲大徳組 4,779,000

八甲田造園工業㈱ 4,340,000 落札

㈲山口土木林業 4,600,000

㈱緑翔庭園 4,600,000

予定価格

（税抜）

青森県森林綜合開発㈱ 3,300,000

㈲奥崎造園 3,300,000

㈲松竹梅造園 3,300,000

㈲第一造園 3,241,000

㈲大徳組 3,000,000 落札

㈲東北造園 3,342,000

㈲前田造園 3,170,000

㈲みちのく造園 3,240,000

予定価格

（税抜）

㈲奥崎造園 2,440,000

高木園 2,440,000

㈱ジーエム 2,100,000 落札

森林組合あおもり 2,440,000

㈲坪田庭園 2,350,000

㈲前田造園 2,310,000

㈱蓬田グリーン開発 2,415,600

取水施設草刈業務 2,440,000

結果

原別取水井樹木管理業務 3,342,000

件名 指名業者 第1回目 結果

件名 指名業者 第1回目

件名 指名業者 第1回目 結果

件名 指名業者 第1回目 結果

原別配水所樹木管理業務 1,814,000

青森地区配水施設草刈及び樹木管
理業務

4,779,000



予定価格

（税抜）

高木園 496,000

八甲田造園工業㈱ 488,700

㈲みちのく造園 480,000 落札

㈲山口土木林業 495,000

㈱緑翔庭園 490,000

予定価格

（税抜）

㈲我満組 510,000

㈲山草園 503,000

㈲三内造園土木 517,000

㈱ジーエム 500,000

㈲松竹梅造園 480,000 落札

予定価格

（税抜）

㈲石村興産 978,500 落札

ウェントス綜合警備保障㈲ 辞退

㈲開成工業 980,000

㈱佐藤設備 辞退

大地土木㈲ 辞退

㈱丸恵三上建設 辞退

㈲水木土建 985,000

㈲三鉄建設 980,000

㈱山印造園土木 1,000,000

予定価格

（税抜）

㈲石村興産 920,000

ウェントス綜合警備保障㈲ 辞退

㈲開成工業 920,000

㈱佐藤設備 辞退

大地土木㈲ 辞退

㈱丸恵三上建設 辞退

㈲水木土建 897,000 落札

㈲三鉄建設 900,000

㈱山印造園土木 940,000

浪岡地区配水施設草刈業務 945,000

結果

浪岡地区簡易水道施設草刈業務 1,030,000

件名 指名業者 第1回目 結果

水道部旧施設用地草刈業務 517,000

件名 指名業者 第1回目

第1回目 結果

青森地区簡易水道施設草刈業務 496,000

件名 指名業者 第1回目 結果

件名 指名業者



執行日 令和元年5月15日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈱協同 1,699,072 失格

㈱アール・エー・ビーサービス 1,658,000 失格

㈱東奥アドシステム 辞退

㈱デルタエージェンシー 1,675,925 失格

㈱サンブラッソ・エイティーブイ 1,700,000 失格

予定価格

（税抜）

エヌエス環境㈱　青森支店 418,320 失格

㈱環境工学　青森営業所 423,549 落札

環境保全㈱ 560,000

執行日 令和元年5月21日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈱協同 1,699,072 失格

㈱アール・エー・ビーサービス 1,679,000 失格

㈱デルタエージェンシー 不参加

㈱サンブラッソ・エイティーブイ 1,715,000 失格

執行日 令和元年5月24日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈱協同 1,700,000 落札

㈱アール・エー・ビーサービス 1,679,000 失格

㈱デルタエージェンシー 1,675,925 失格

㈱サンブラッソ・エイティーブイ 1,700,000 くじ引き

指名業者 第1回目 結果

青森市水道事業紹介DVD製作業務 2,314,814

室内環境測定業務 581,000

件名 指名業者 第1回目

件名

第1回目 結果

青森市水道事業紹介DVD製作業務

件名 指名業者 第1回目 結果

不　調

件名 指名業者

結果

青森市水道事業紹介DVD製作業務

不　調



執行日 令和元年5月27日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 11,410,000

赤平設備工業㈱ 8,431,990 失格

㈲三永設備工業 8,329,300 失格

芝管工㈱ 8,386,350 失格

大管工業㈱ 11,410,000

大研工業㈱ 不参加

㈱大樹設備工業 辞退

千葉設備工業㈱ 8,272,250 失格

東北水道設備工業㈱ 8,500,450 失格

東和管工㈱ 10,040,000

㈱日水設備工業 8,546,090 落札

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 12,050,000

赤平設備工業㈱ 10,242,500

㈲三永設備工業 8,796,500 失格

芝管工㈱ 8,856,750 失格

大管工業㈱ 12,050,000

大研工業㈱ 12,050,000

㈱大樹設備工業 辞退

千葉設備工業㈱ 8,736,250 失格

東北水道設備工業㈱ 8,965,200 落札

東和管工㈱ 10,600,000

㈱日水設備工業 辞退

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 11,020,000

赤平設備工業㈱ 9,367,000

㈲三永設備工業 8,044,600

芝管工㈱ 8,099,700

大管工業㈱ 11,020,000

大研工業㈱ 11,020,000

㈱大樹設備工業 辞退

千葉設備工業㈱ 7,989,500 落札

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 9,700,000

㈱日水設備工業 辞退

指名業者 第1回目 結果

件名 指名業者 第1回目 結果

ブロック別メーター取替業務（第２工
区）

12,050,000

結果

ブロック別メーター取替業務（第１工
区）

11,410,000

件名

件名 指名業者 第1回目

ブロック別メーター取替業務（第３工
区）

11,020,000



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 12,450,000

赤平設備工業㈱ 10,831,500

㈲三永設備工業 9,088,500 落札

芝管工㈱ 9,150,750

大管工業㈱ 12,450,000

大研工業㈱ 12,450,000

㈱大樹設備工業 辞退

千葉設備工業㈱ 辞退

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 10,940,000

㈱日水設備工業 辞退

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 12,220,600 落札

㈲三永設備工業 辞退

芝管工㈱ 10,444,350 失格

大管工業㈱ 14,210,000

大研工業㈱ 14,210,000

㈱大樹設備工業 辞退

千葉設備工業㈱ 辞退

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 12,290,000

㈱日水設備工業 辞退

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 辞退

㈲三永設備工業 辞退

芝管工㈱ 9,450,000 落札

大管工業㈱ 12,600,000

大研工業㈱ 12,600,000

㈱大樹設備工業 辞退

千葉設備工業㈱ 辞退

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 10,700,000

㈱日水設備工業 辞退

第1回目 結果

ブロック別メーター取替業務（第５工
区）

14,210,000

件名 指名業者 第1回目 結果

ブロック別メーター取替業務（第４工
区）

12,450,000

件名 指名業者

指名業者 第1回目 結果

ブロック別メーター取替業務（第６工
区）

12,600,000

件名



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 辞退

㈲三永設備工業 辞退

芝管工㈱ 辞退

大管工業㈱ 7,400,000 無効

大研工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 辞退

千葉設備工業㈱ 辞退

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 7,390,000 落札

㈱日水設備工業 辞退

予定価格

（税抜）

アクア・クリエイト㈱ 3,478,000 落札

㈱共栄設備 2,611,098 失格

古川設備 無効

㈲浪岡水道工業 2,568,000 失格

㈲長谷川管工 2,575,900 失格

㈲山田設備工業 2,593,000 失格

予定価格

（税抜）

アクア・クリエイト㈱ 2,274,000 落札

㈱共栄設備 1,686,633 失格

古川設備 辞退

㈲浪岡水道工業 1,686,000 失格

㈲長谷川管工 1,690,000 失格

㈲山田設備工業 1,663,000 失格

執行日 令和元年5月28日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

大矢建設工業㈱ 6,900

㈲サイクルファーム 5,353

松和整備㈱ 5,148 落札

㈱西田組 5,520

件名 指名業者 第1回目 結果

堤川浄水場脱水ケーキ等収集運搬
業務（１ｔ当り単価契約）

6,900

件名 指名業者 第1回目 結果

ブロック別メーター取替業務（浪岡地
区第２工区）

2,301,000

件名 指名業者 第1回目 結果

ブロック別メーター取替業務（浪岡地
区第１工区）

3,519,000

指名業者 第1回目 結果

ブロック別メーター取替業務（電子・大
型工区）

7,398,000

件名


