
執行日 令和元年7月8日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈲青総メンテナンス 2,978,500 落札

アキモト電気 3,330,000

㈱善知鳥防災 2,997,000

㈱エービーテクノ 辞退

㈱キラク電気 2,885,000 失格

㈲サトハル電器商会 辞退

新和商工㈱ 辞退

㈲清藤電気 2,978,500 くじ引き

丸新フジタ電機工業㈱ 2,997,000

㈲夢テクノ 辞退

予定価格

（税抜）

㈱市川土建 2,900,000 落札

㈲大居建設 辞退

㈲小笠原水道 3,200,000

㈱澤田建設 3,000,000

㈲田中管工住設 3,200,000

㈲東邦設備 辞退

㈲マルユウ大青水道工業 3,170,000

㈱アメニティサービス 辞退

管栄設備工業㈱ 3,200,000

三研工業㈱ 辞退

㈱ディー・エス・サービス 辞退

予定価格

（税抜）

㈱太田工務店 2,037,800 失格

㈲太田住建 2,380,000

㈲工藤建設 2,380,000

㈱福島組 辞退

㈱横山建設 2,180,000 落札

㈱ヨシマチ 2,120,000 失格

件名 入札参加業者 第１回目 結果

浪岡上水道中央管理棟水切り及び扉
営繕工事

2,380,000

件名 指名業者 第１回目 結果

くらしの道道路整備事業に伴う配水
管移設工事その2

3,200,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

堤川浄水場場内外灯ユニット営繕工
事

3,330,000



執行日 令和元年7月18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㈱ 78,500,000

赤平設備工業㈱ 88,991,000

北日本管工業㈱ 111,880,000 無効

大青工業㈱ 108,000,000 無効

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 77,300,000 落札保留（調査対象）

予定価格

（税抜）

58,710,000 大泉開発㈱ 54,740,000 落札

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 69,000,000

赤平設備工業㈱ 70,420,000

㈲三永設備工業 63,368,894 くじ引き

㈱鹿内組 63,368,894 落札

大管工業㈱ 70,420,000

大研工業㈱ 63,368,894 くじ引き

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 39,536,771 落札

赤平設備工業㈱ 44,120,000

㈲三永設備工業 39,536,771 くじ引き

㈱鹿内組 辞退

大管工業㈱ 44,120,000

大研工業㈱ 39,536,771 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 39,536,771 くじ引き

東和管工㈱ 辞退

（入札番号第23号）
古川跨線橋～うとう橋間配水管更新
工事その1

44,120,000

（入札番号第22号）
国道280号（西田沢小東側）配水管更
新工事その4

70,420,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

件名 指名業者 第１回目 結果

（入札番号第21号）
天田内7号取水井さく井工事

件名 指名業者 第１回目 結果

件名 入札参加業者 第１回目 結果

（入札番号第20号）
水道部本庁舎空調設備及び照明設
備改修工事その1

94,030,000



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 無効
入札番号第23号の
落札者

赤平設備工業㈱ 27,060,000

㈲三永設備工業 24,119,926 落札

㈱鹿内組 辞退

大管工業㈱ 27,060,000

大研工業㈱ 24,119,926 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 24,119,926 くじ引き

東和管工㈱ 24,119,926 くじ引き

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 無効
入札番号第23号の
落札者

赤平設備工業㈱ 26,980,000

㈲三永設備工業 無効
入札番号第24号の
落札者

㈱鹿内組 無効
入札番号第22号の
落札者

大管工業㈱ 26,980,000

大研工業㈱ 24,031,551 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 24,031,551 落札

東和管工㈱ 24,031,551 くじ引き

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 無効
入札番号第23号の
落札者

赤平設備工業㈱ 21,385,987 くじ引き

㈲三永設備工業 無効
入札番号第24号の
落札者

㈱鹿内組 辞退

大管工業㈱ 21,385,987 くじ引き

大研工業㈱ 21,385,987 落札

東北水道設備工業㈱ 無効
入札番号第25号の
落札者

東和管工㈱ 21,385,987 くじ引き

予定価格

（税抜）

㈱市川土建 16,543,000

㈲小笠原水道 16,200,000 落札

㈲田中管工住設 16,520,000

㈲マルユウ大青水道工業 16,850,000

（入札番号第27号）
久栗坂浜田（旧久栗坂小南側）地区
配水管更新工事その4

17,020,000

（入札番号第26号）
仕切弁取替工事

24,000,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

（入札番号第25号）
野内菊川（野内小西側）地区配水管
更新工事

26,980,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

（入札番号第24号）
筒井一・二丁目（筒井小南側）地区配
水管更新工事

27,060,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

件名 入札参加業者 第１回目 結果



予定価格

（税抜）

㈱市川土建 13,295,000

㈲小笠原水道 無効
入札番号第27号の
落札者

㈲田中管工住設 13,050,000

㈲マルユウ大青水道工業 13,500,000

管栄設備工業㈱ 13,510,000

三研工業㈱ 13,000,000

㈱ディー・エス・サービス 12,958,000 落札

予定価格

（税抜）

㈱市川土建 6,398,000 落札

㈲小笠原水道 無効
入札番号第27号の
落札者

㈲田中管工住設 6,800,000

㈲マルユウ大青水道工業 6,700,000

管栄設備工業㈱ 6,750,000

三研工業㈱ 6,500,000

㈱ディー・エス・サービス 無効
入札番号第28号の
落札者

予定価格

（税抜）

青森相互電設㈱ 30,921,000 落札

㈱伊丸岡電気 44,540,000 無効

㈱シーケンスサービス 34,500,000 無効

高橋電気工業㈱ 辞退

八興電気㈱ 28,235,000 失格

藤林電気㈱ 40,290,000 無効

㈱北栄電業社 21,390,000 失格

予定価格

（税抜）

㈱鎌田製作所 8,700,000 落札

大管工業㈱ 辞退

㈱大地エンジニア 8,700,000 くじ引き

（入札番号第31号）
堤川浄水場1系沈殿池（山側）掻寄機
駆動部スプロケット等取替工事

9,470,000

（入札番号第30号）
水道部本庁舎電気設備更新工事

34,140,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

（入札番号第29号）
中央一丁目（市役所南側）地区配水
管更新工事

6,810,000

件名 指名業者 第１回目 結果

（入札番号第28号）
北金沢一丁目（古川小西側）地区配
水管更新工事

13,640,000

件名 指名業者 第１回目 結果

件名 指名業者 第１回目 結果


