
執行日 平成26年8月6日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

おかもとポンプ施設工業㈱ 1,864,000

大青工業㈱ 1,864,000

山大機電㈱ 1,864,000

㈱東北ポンプシステム販売 1,820,000

㈱東北日立青森支店 辞退

三光テクノ㈱青森営業所 辞退

産電工業㈱青森営業所 1,680,000 落札

東新工機㈱青森営業所 1,845,000

予定価格

（税抜）

おかもとポンプ施設工業㈱ 1,800,000 失格

㈱鎌田製作所 2,138,000

山大機電㈱ 2,135,700 くじ引き

若宮機器工業 2,373,000

㈲秋田製作所 辞退

㈲夢テクノ 2,090,000 失格

㈱東北ポンプシステム販売 2,320,000

㈱大地エンジニア 2,135,700 落札

予定価格

（税抜）

㈲井村商会 3,986,000

㈲大居建設 4,000,000

㈲小笠原水道 3,824,000 落札

㈱三上住宅設備 3,980,000

㈱フジクリーン青森 3,900,000

管栄設備工業㈱ 3,950,000

㈲マルユウ大青水道工業 4,006,000

㈲アクア設備 4,010,000

北斗管工㈱ 4,010,000

結果

平新田玉清水地区配水管布設工事 4,026,000

野田利水ポンプ取替工事 2,373,000

件名 指名業者 第１回目

第１回目 結果

横内浄水場沈澱水サンプリングポン
プ取替工事

1,864,000

件名 指名業者 第１回目 結果

件名 指名業者



予定価格

（税抜）

㈲浪岡水道工業 1,837,000

マル庄丸市組㈲ 1,790,000

東奥設備㈲ 1,760,698 落札

㈱佐藤設備 1,760,698 くじ引き

㈲山田設備工業 1,810,000

古川設備 1,760,698 くじ引き

㈲長谷川管工 1,760,626 失格

アクア・クリエイト㈱ 1,850,000

予定価格

（税抜）

㈲浪岡水道工業 37,128,600

マル庄丸市組㈲ 37,000,000

東奥設備㈲ 36,300,000

㈱佐藤設備 33,392,000

㈲山田設備工業 33,313,773 落札

古川設備 33,330,000

㈲長谷川管工 33,329,469

アクア・クリエイト㈱ 36,190,000

執行日 平成26年8月22日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈲小笠原水道 4,880,000

㈲マルユウ大青水道工業 4,770,000 落札

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 8,450,837 くじ引き

㈱五戸組 8,450,837 落札

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 9,000,000

芝管工㈱ 辞退

大研工業㈱ 辞退

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

三内沢部（三内温泉北側）地区配水
管布設工事

4,954,000

細野沢井地区配水管・送水管布設工
事その２

37,508,000

浪岡消防署改築に伴う消火栓移設工
事

2,017,000

件名 指名業者 第１回目 結果

件名 指名業者 第１回目 結果

岡造道三丁目（財務局住宅西側）地
区配水管布設工事

9,689,000



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 13,360,464 落札

㈱五戸組 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 13,800,000

芝管工㈱ 辞退

大研工業㈱ 辞退

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 14,717,895 くじ引き

㈱五戸組 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 14,717,895 落札

芝管工㈱ 14,717,235 失格

大研工業㈱ 14,717,895 くじ引き

千葉設備工業㈱ 14,954,802

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 14,784,107 落札

㈱五戸組 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

芝管工㈱ 16,000,000

大研工業㈱ 辞退

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 20,536,640 くじ引き

赤平設備工業㈱ 辞退

㈱五戸組 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 辞退

芝管工㈱ 20,536,640 くじ引き

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 20,536,640 落札

東和管工㈱ 20,536,640 くじ引き

件名 入札参加業者 第１回目 結果

野内鈴森地区配水管布設工事 15,294,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

仕切弁取替工事その２ 16,769,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

流通団地配水管切替及び廃止工事 16,893,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

妙見一丁目（モータースクール東側）
地区配水管布設工事その２

23,390,000



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 21,027,956 落札

㈱五戸組 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 辞退

芝管工㈱ 20,178,437 失格

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 辞退

千葉設備工業㈱ 20,917,189 失格

東北水道設備工業㈱ 21,075,006

東和管工㈱ 21,027,956 くじ引き

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 28,552,425 くじ引き

赤平設備工業㈱ 辞退

㈱五戸組 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 辞退

芝管工㈱ 28,552,425 くじ引き

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 辞退

東北水道設備工業㈱ 28,552,425 落札

東和管工㈱ 28,552,425 くじ引き

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 28,970,581

赤平設備工業㈱ 辞退

㈱五戸組 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

大管工業㈱ 28,862,545

大研工業㈱ 28,793,031 落札

東和管工㈱ 28,794,524

件名 入札参加業者 第１回目 結果

仕切弁取替工事その１ 23,933,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

妙見一丁目（モータースクール東側）
地区配水管布設工事その１

32,425,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

天田内川総合流域防災事業県道橋
新設工事に伴う水管橋架設及び取付
配管工事

32,500,000



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 39,364,734 くじ引き

赤平設備工業㈱ 辞退

㈱五戸組 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 39,364,734 くじ引き

㈱鹿内組 39,364,734 くじ引き

芝管工㈱ 39,364,734 くじ引き

大管工業㈱ 39,364,734 落札

大研工業㈱ 辞退

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 39,364,734 くじ引き

予定価格

（税抜）

㈱大地エンジニア 7,600,000 失格

山大機電㈱ 8,550,000 落札

㈲夢テクノ 7,200,000 失格

予定価格

（税抜）

㈲中谷電気 12,900,000 無効

㈱北栄電業社 9,630,000

丸新フジタ電機工業㈱ 9,405,000 落札

予定価格

（税抜）

丸朋堀川建設㈱ 6,297,820

㈱桜井工務店 6,500,000

㈲林組 6,247,482 くじ引き

㈱渋谷組 8,050,000 無効

㈱ダイキョウ 6,183,956 失格

㈱西澤建設 6,247,482 くじ引き

㈱木村建設 6,056,698 失格

㈱佐井建設 6,247,482 落札

㈱平岡建設 6,258,569

㈲黒石工業 6,423,884

㈱山田組 7,180,000

㈲堀川舗装 6,247,482 くじ引き

㈱大柳建設 6,276,096

㈱未来 辞退

件名 入札参加業者 第１回目 結果

浅虫送水管布設工事その６ 44,519,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

横内浄水場水源地ＵＶ計設置工事 9,196,000

件名 入札参加業者 第１回目

横内浄水場横内ダム等浚渫工事 7,261,000

結果

稲山配水池他無停電電源装置設置
工事

9,874,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果



執行日 平成26年8月25日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈲浪岡水道工業 1,216,950

マル庄丸市組㈲ 1,269,000

東奥設備㈲ 1,267,000

㈱佐藤設備 1,126,650 くじ引き

㈲山田設備工業 1,280,000

古川設備 1,126,650 落札

㈲長谷川管工 1,126,650 くじ引き

アクア・クリエイト㈱ 1,255,000

予定価格

（税抜）

㈲浪岡水道工業 11,818,950

マル庄丸市組㈲ 12,400,000

東奥設備㈲ 12,000,000

㈱佐藤設備 10,922,316 落札

㈲山田設備工業 12,342,000

古川設備 10,922,316 くじ引き

㈲長谷川管工 10,922,316 くじ引き

アクア・クリエイト㈱ 10,922,316 くじ引き

件名 指名業者 第１回目 結果

五所川原浪岡線道路改築（交安）工
事に伴う消火栓移設工事その１

1,281,000

件名 指名業者 第１回目 結果

下村線凍雪害防止工事に伴う配水管
移設工事

12,441,000


