
執行日 平成26年6月16日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈲井村商会 2,656,780

㈲大居建設 2,711,000

㈲小笠原水道 2,683,000

㈱三上住宅設備 2,660,000

㈱フジクリーン青森 2,700,000

管栄設備工業㈱ 2,660,000

㈲マルユウ大青水道工業 2,570,000 落札

㈲アクア設備 2,700,000

北斗管工㈱ 2,683,000

予定価格

（税抜）

㈲井村商会 3,368,260

㈲大居建設 3,250,000 落札

㈲小笠原水道 3,400,000

㈱三上住宅設備 3,360,000

㈱フジクリーン青森 3,400,000

管栄設備工業㈱ 3,370,000

㈲マルユウ大青水道工業 3,385,000

㈲アクア設備 3,410,000

北斗管工㈱ 3,400,000

執行日 平成26年6月17日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈲田中管工住設 10,800,000

㈲小笠原水道 10,505,000

管栄設備工業㈱ 10,178,000 落札

㈲マルユウ大青水道工業 10,720,000

㈱三上住宅設備 11,200,000

予定価格

（税抜）

浄化槽エンジニアリング㈱ 9,450,000 失格

㈲田中管工住設 10,900,000

㈲小笠原水道 10,216,000 落札

管栄設備工業㈱ 10,500,000

㈲マルユウ大青水道工業 10,620,000

㈱三上住宅設備 11,150,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

三内沢部（東北新幹線東側）地区配
水管布設工事

10,926,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

堤町二丁目（平和公園西側）地区配
水管布設工事

10,828,000

第１回目件名 指名業者

結果

茶屋町（茶屋町公園西側）地区配水
管布設工事

3,437,000

結果

横内浄水場場内配管調査工事 2,711,000

件名 指名業者 第１回目



予定価格

（税抜）

㈲田中管工住設 11,300,000

㈱日水設備工業 辞退

㈲小笠原水道 11,085,000 落札

管栄設備工業㈱ 11,150,000

㈲マルユウ大青水道工業 11,220,000

㈱三上住宅設備 11,800,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 17,000,000

赤平設備工業㈱ 16,201,649

㈱五戸組 15,646,289 落札

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 15,646,289 くじ引き

㈱鹿内組 15,646,289 くじ引き

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 15,646,289 くじ引き

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 23,903,187 くじ引き

赤平設備工業㈱ 23,903,187 くじ引き

北日本管工業㈱ 23,903,187 くじ引き

㈱五戸組 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 23,903,187 くじ引き

㈱鹿内組 23,903,187 くじ引き

芝管工㈱ 23,903,187 落札

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 23,903,187 くじ引き

㈱大樹設備工業 23,903,187 くじ引き

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 26,000,000

赤平設備工業㈱ 23,263,688 失格

㈱五戸組 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

㈱鹿内組 23,896,746 失格

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 24,128,676 落札

㈱大樹設備工業 23,900,000 失格

結果

花園二丁目（南栄町保育園西側）地
区配水管布設工事その１

27,194,000

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

横内浄水場南系ろ過池５、６号流出
弁取替工事

12,050,000

27,128,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

3・4・3号蜆貝八重田線（奥野2）道路
改良工事に伴う配水管布設工事その
２

17,797,000

件名 入札参加業者 第１回目

県道久栗坂造道線橋梁架替（根井
橋）工事に伴う配水管添架及び取付
配管工事



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 40,904,995 落札

赤平設備工業㈱ 40,904,995 くじ引き

北日本管工業㈱ 40,904,995 くじ引き

㈱五戸組 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 40,905,910

㈱鹿内組 40,904,995 くじ引き

芝管工㈱ 40,904,995 くじ引き

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 40,904,995 くじ引き

㈱大樹設備工業 40,904,995 くじ引き

予定価格

（税抜）

㈲青森協立電気商会 38,830,000

㈲秋田製作所 34,887,049 失格

㈱鎌田製作所 41,590,000

㈱大地エンジニア 34,250,000 失格

㈱東北ポンプシステム販売 39,100,000

山大機電㈱ 38,750,000 落札

予定価格

（税抜）
件名 入札参加業者 第１回目

件名 入札参加業者 第１回目

件名 入札参加業者 第１回目 結果

橋本三丁目（観光通り～平和公園通
り）地区配水管布設工事

46,255,000

167,130,000 ㈱東芝　東北支社 159,000,000 落札

結果

原別配水所浅虫送水ポンプ更新工事 43,050,000

結果

天田内配水所高圧電気設備更新工
事



予定価格

（税抜）

㈱鹿内組 99,700,000

㈱大坂組 111,500,000

㈱藤本建設 126,500,000

㈱佐々木建設工業 100,900,000

㈱澤田建設 120,000,000

志田建設㈱ 97,700,000 落札

㈱阿部重組 122,000,000

大管工業㈱ 115,000,000

成俊工業㈱ 127,284,000

㈱桜井工務店 115,900,000

㈱木村建設 111,500,000

㈱丸美佐藤組 125,700,000

新栄建設㈱ 112,600,000

㈱五戸組 123,259,000

㈱中村組 105,000,000

㈱市川土建 88,590,660 失格

倉橋建設㈱ 126,000,000

㈱ダイキョウ 112,629,544

相互建設工業㈱ 109,095,100

㈱武田建設 127,280,000

㈱坂正 113,603,000

㈱柿谷興業 辞退

㈱ナガイ 98,773,000

㈱西澤建設 112,700,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

宮田水管橋（浅虫送水管）下部工築
造工事

128,676,000


