
執行日 平成28年6月13日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈲伴建設工業 3,450,000 失格

㈱幸成工業 3,574,000 失格

㈱荒内工務店 辞退

田澤建築 3,990,000 無効

㈱野村総合建装 3,700,000

㈱渡邊工務店 3,660,000 落札

予定価格

（税抜）

㈱佐藤設備 8,340,546 くじ引き

アクア・クリエイト㈱ 8,340,546 くじ引き

㈲長谷川管工 8,340,546 くじ引き

㈲山田設備工業 8,340,546 落札

㈱共栄設備 8,340,546 くじ引き

東奥設備㈲ 8,620,000

古川設備 8,340,546 くじ引き

㈲浪岡水道工業 8,340,546 くじ引き

執行日 平成28年6月16日

予定価格

（税抜）

㈱アスモ 9,123,000

㈱市川土建 9,214,000

㈲小笠原水道 9,014,000

㈲田中管工住設 9,202,000

㈲マルユウ大青水道工業 9,220,000

管栄設備工業㈱ 8,967,400 落札

予定価格

（税抜）

㈱アスモ 10,350,000

㈱市川土建 11,815,000 無効

㈲小笠原水道 10,204,800

㈲田中管工住設 10,100,000 落札

㈱日水設備工業 10,320,000

㈲マルユウ大青水道工業 10,410,000

三内沢部（三内霊園東側）地区配水
管布設工事

10,630,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

第１回目 結果件名 入札参加業者

石江江渡（青銀石江支店南側）地区
配水管布設工事

9,390,000

女鹿沢西花岡（女鹿沢児童館北側）
地区配水管布設工事その２

9,580,000

堤川浄水場１系沈澱ろ過池外壁等補
修工事

3,988,000

件名 指名業者 第１回目 結果

件名 指名業者 第１回目 結果



予定価格

（税抜）

㈱アスモ 12,250,000

㈱市川土建 12,216,000

㈲小笠原水道 12,172,800 落札

㈲田中管工住設 12,553,000

㈱日水設備工業 12,180,000

㈲マルユウ大青水道工業 12,400,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 26,030,000

赤平設備工業㈱ 22,860,203 くじ引き

北日本管工業㈱ 22,623,603 失格

㈱佐々木建設工業 22,860,203 くじ引き

㈲三永設備工業 24,728,500

㈱鹿内組 22,860,203 くじ引き

大管工業㈱ 22,860,203 落札

大研工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 22,860,203 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 22,860,203 くじ引き

東和管工㈱ 25,750,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 30,500,000

赤平設備工業㈱ 27,366,350 くじ引き

北日本管工業㈱ 27,094,100 失格

㈱佐々木建設工業 27,366,350 落札

㈲三永設備工業 29,573,500

㈱鹿内組 27,366,350 くじ引き

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 27,366,350 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 27,366,350 くじ引き

東和管工㈱ 30,810,000

件名 入札参加業者

3・4・24号筒井大矢沢線道路改築工
事に伴う配水管布設工事その２

26,030,000

件名 入札参加業者

結果

第１回目 結果

長島二丁目（中央消防署南側）地区
配水管布設工事

12,680,000

件名 入札参加業者 第１回目

第１回目 結果

造道三丁目（県病西側）地区配水管
布設工事その２

31,130,000



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 35,489,611 失格

赤平設備工業㈱ 35,490,360 くじ引き

北日本管工業㈱ 35,157,560 失格

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 38,304,000

㈱鹿内組 35,490,360 落札

芝管工㈱ 辞退

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 35,157,560 失格

㈱大樹設備工業 35,490,360 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 35,490,360 くじ引き

東和管工㈱ 35,157,560 失格

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 53,460,000

赤平設備工業㈱ 47,347,115

北日本管工業㈱ 46,969,315 くじ引き

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 50,853,500

㈱鹿内組 47,347,115

芝管工㈱ 辞退

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 46,969,315 落札

㈱大樹設備工業 無効

東和管工㈱ 46,969,333

浅虫送水管（矢田地区配水管）布設
工事その１２

53,530,000

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

件名

幸畑二丁目（八甲田交番南側）地区
配水管布設工事

40,320,000



執行日 平成28年6月23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㈱ 6,790,000 無効

赤平設備工業㈱ 辞退

北日本管工業㈱ 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 6,705,500 無効

芝管工㈱ 5,450,000 落札

シンエー空調㈱ 5,980,000 無効

大管工業㈱ 6,000,000 無効

大研工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 5,370,000 失格

㈲東邦設備 辞退

東和管工㈱ 5,860,000

予定価格

（税抜）

㈱鎌田製作所 9,180,000 落札

大管工業㈱ 9,630,000

㈱大地エンジニア 9,600,000

予定価格

（税抜）

㈱シーケンスサービス 24,500,000 落札

藤林電気㈱ 21,980,000 失格

㈱北栄電業社 辞退

入札参加業者 第１回目 結果

横内浄水場北系沈殿池更新に伴う電
線・信号線仮設工事

26,120,000

件名

堤川浄水場管理本館空調設備取替
工事その１

5,969,000

件名

結果

入札参加業者 第１回目 結果

堤川浄水場２系沈澱池（山側）掻寄駆
動部スプロケット等取替工事

9,774,000

件名 入札参加業者 第１回目


