
執行日 平成29年7月6日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈱伊丸岡電気 辞退

協和電気㈱ 16,000,000 無効

㈱シーケンスサービス 13,150,000 無効

㈱電路施設社 13,600,000 無効

八興電気㈱ 13,780,000 無効

藤林電気㈱ 13,820,000 無効

㈱北栄電業社 13,610,000 無効

山大機電㈱ 12,610,000 落札

執行日 平成29年7月10日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

三研工業㈱ 辞退

浄化槽エンジニアリング㈱ 1,400,000

管栄設備工業㈱ 1,360,000

㈱タクミナ工業 辞退

㈱ディー・エス・サービス 1,330,000 落札

㈱三上住宅設備 1,380,000

予定価格

（税抜）

㈱青森ニューレック 辞退

㈲幸青通信社 辞退

㈱東晴 2,850,000

東和電材㈱ 辞退

八興電気㈱ 2,913,000

藤林電気㈱ 2,900,000

北都通工㈱ 2,624,400 落札

山大機電㈱ 2,624,400 くじ引き

予定価格

（税抜）

㈲アメニロード 1,900,894 落札

安全企画㈱ 1,900,894 くじ引き

㈱凰志興業 1,898,284 失格

㈱総建 1,900,896

㈲創建興業 辞退

ダイシン建装㈱ 1,900,896

東日本ライナー㈱ 1,900,896

件名 指名業者 第１回目 結果

平岡汚水管第１工区工事に伴う配水
管布設工事

1,400,000

件名 指名業者 第１回目 結果

月見野配水池及びポンプ所テレメー
タ取替工事

2,916,000

件名 指名業者 第１回目 結果

水道部本庁舎駐車場修繕工事 2,170,000

件名 指名業者 第１回目 結果

浅虫サージタンク更新に伴う電気・計
装設備工事

12,930,000



執行日 平成29年7月20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㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 46,480,000 落札

㈱佐々木建設工業 46,845,451

㈲三永設備工業 46,845,451

㈱鹿内組 46,845,451

大管工業㈱ 46,845,451

大研工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 52,160,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 辞退

㈱佐々木建設工業 43,057,932

㈲三永設備工業 43,057,932

㈱鹿内組 43,057,932

芝管工㈱ 40,900,000 落札

大管工業㈱ 43,057,932

大研工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 48,140,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 辞退

㈱佐々木建設工業 40,313,128 くじ引き

㈲三永設備工業 40,313,128 落札

㈱鹿内組 40,313,128 くじ引き

大管工業㈱ 40,313,128 くじ引き

大研工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 辞退

件名 入札参加業者 第１回目 結果

問屋町二丁目（青銀事務センター西
側）地区配水管布設工事

45,140,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

久栗坂浜田（浅虫配水池東側）地区
配水管布設工事その２

52,160,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

野内菊川（県道）地区配水管布設工
事その２

48,140,000



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 36,381,570 くじ引き

㈱佐々木建設工業 36,381,570 落札

㈲三永設備工業 辞退

㈱鹿内組 36,381,570 くじ引き

大管工業㈱ 36,381,570 くじ引き

大研工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 辞退

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 33,640,949 くじ引き

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 辞退

㈱鹿内組 33,640,949 くじ引き

大管工業㈱ 33,640,949 落札

大研工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 33,640,949 くじ引き

東和管工㈱ 辞退

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 辞退

㈱鹿内組 29,509,829 落札

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 辞退

予定価格

（税抜）

㈱アスモ 14,250,000

㈱市川土建 14,550,000

㈲大居建設 14,300,000

㈲小笠原水道 14,150,000 落札

㈲田中管工住設 14,220,000

㈱日水設備工業 14,300,000

㈲マルユウ大青水道工業 14,380,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

青柳二丁目（莨町小東側）地区配水
管布設工事

33,060,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

矢田地区配水管布設工事 40,650,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

横内浄水場第２排水管布設工事 37,620,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

金沢四丁目（金沢小北側）地区配水
管布設工事

14,980,000



予定価格

（税抜）

㈱アスモ 11,280,000

㈱市川土建 10,980,000 落札

㈲大居建設 11,400,000

㈲小笠原水道 11,070,000

㈲田中管工住設 11,100,000

㈱日水設備工業 11,400,000

㈲マルユウ大青水道工業 11,000,000

予定価格

（税抜）

㈱アスモ 10,500,000 落札

㈱市川土建 10,770,000

㈲大居建設 10,700,000

㈲小笠原水道 10,756,000

㈲田中管工住設 10,630,000

㈱日水設備工業 10,900,000

㈲マルユウ大青水道工業 10,700,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 14,009,000 無効

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 辞退

シンエー空調㈱ 11,000,000 失格

大管工業㈱ 14,277,533 無効

大研工業㈱ 13,752,000 無効

㈱大樹設備工業 12,800,000 落札

㈲東邦設備 16,421,000 無効

東和管工㈱ 辞退

㈱アスモ 10,300,000 失格

㈱市川土建 19,900,000 無効

件名 入札参加業者 第１回目 結果

堤川浄水場管理本館空調設備取替
工事その２

13,570,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

奥野二丁目（藤聖母園西側）地区配
水管布設工事その２

11,080,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

造道三丁目（造道小東側）地区配水
管布設工事

11,430,000



予定価格

（税抜）

葵産業㈱ 5,583,171 くじ引き

㈱あすなろ工業 5,583,171 くじ引き

㈲大居建設 5,583,171 くじ引き

㈲慶友建設 5,583,171 くじ引き

㈱桜井工務店 5,583,171 くじ引き

㈱佐藤建業 5,583,171 くじ引き

㈱ダイキョウ 5,583,171 くじ引き

㈱藤聖工業 無効

㈱西澤建設 5,583,171 くじ引き

㈲堀川舗装 5,583,171 くじ引き

㈱山田組 5,583,171 落札

予定価格

（税抜）

㈲青森協立電気商会 12,960,000 失格

㈱鎌田製作所 13,220,000 失格

大管工業㈱ 12,850,000 失格

㈱大地エンジニア 19,800,000 無効

山大機電㈱ 12,880,000 失格

予定価格

（税抜）

㈱鎌田製作所 9,090,000

㈱大地エンジニア 9,000,000 落札

予定価格

（税抜）

東芝インフラシステムズ㈱東北支社 69,000,000 落札

美和電気工業㈱青森営業所 49,980,000 失格

予定価格

（税抜）

光和電業㈱ 12,614,000 無効

㈱大地エンジニア 12,200,000

丸新フジタ電機工業㈱ 11,335,000 落札

件名 入札参加業者 第１回目 結果

花岡配水場流量計取替工事 12,580,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

堤川浄水場空気制御動力設備配電
盤（ＣＣ-７）更新工事

89,742,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

堤川浄水場１系沈殿池（川側）掻寄機
駆動部スプロケット等取替工事

9,321,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

天田内９号取水井ポンプ及び揚水管
等取替工事

不　　調

件名 入札参加業者 第１回目 結果

中核工業団地配水池フェンス改修工
事

6,290,000



予定価格

（税抜）

光和電業㈱ 8,880,000

㈱大地エンジニア 8,800,000 落札

㈲中谷電気 辞退

丸新フジタ電機工業㈱ 8,537,000 失格

予定価格

（税抜）

光和電業㈱ 5,200,000

㈱大地エンジニア 4,740,000 落札

㈲中谷電気 5,200,000

丸新フジタ電機工業㈱ 4,650,000 失格

㈲マルミ電設 5,183,400

㈲みちのく電工 5,550,000 無効

件名 入札参加業者 第１回目 結果

稲山配水池小柳系流量計検出器取
替工事

9,661,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

横内浄水場No.1配水電動弁操作盤
取替工事

5,247,000



執行日 平成29年7月21日

執行場所： 企業局水道部３階大会議室

予定価格

（税抜）

㈱市川土建 32,406,623 くじ引き

㈱凰志興業 32,406,623 くじ引き

㈱大坂組 33,204,013

㈱柿谷興業 32,406,623 くじ引き

㈱木村建設 33,204,013

倉橋建設㈱ 32,415,250

㈱佐井建設 32,406,623 くじ引き

㈱坂正 32,415,250

㈱桜井工務店 32,415,250

㈱佐々木建設工業 32,406,623 くじ引き

㈱佐藤建業 辞退

㈱澤田建設 32,406,623 くじ引き

㈱鹿内組 32,406,623 くじ引き

志田建設㈱ 31,020,723 失格

松和整備㈱ 無効

新栄建設㈱ 37,060,000 無効

㈱青洋建設 32,406,623 くじ引き

相互建設工業㈱ 32,406,623 くじ引き

大管工業㈱ 32,415,250

㈱中村組 32,406,623 くじ引き

成俊工業㈱ 32,406,623 落札

㈱西澤建設 32,406,623 くじ引き

㈱西田組 32,408,273

㈱八甲建設 辞退

㈱藤本建設 33,271,113

丸朋堀川建設㈱ 辞退

㈱丸美佐藤組 32,406,623 くじ引き

㈱山正小笠原建設 32,406,623 くじ引き

件名 入札参加業者 第１回目 結果

原別配水所外構フェンス改修工事 36,180,000



予定価格

（税抜）

㈱市川土建 30,237,300

㈱凰志興業 30,237,300

㈱大坂組 30,452,824

㈱柿谷興業 30,219,247 くじ引き

㈱木村建設 30,452,824

倉橋建設㈱ 30,389,476

㈱佐井建設 30,219,247 くじ引き

㈱坂正 30,389,476

㈱桜井工務店 30,370,373

㈱佐々木建設工業 30,219,247 くじ引き

㈱佐藤建業 辞退

㈱澤田建設 30,219,247 くじ引き

㈱鹿内組 33,690,000 無効

志田建設㈱ 30,219,247 くじ引き

松和整備㈱ 無効

新栄建設㈱ 34,180,000 無効

㈱青洋建設 辞退

相互建設工業㈱ 30,219,247 くじ引き

大管工業㈱ 30,389,476

㈱中村組 30,219,247 くじ引き

成俊工業㈱ 30,219,247 くじ引き

㈱西澤建設 30,219,247 落札

㈱西田組 30,224,197

㈱八甲建設 辞退

㈱藤本建設 30,452,824

丸朋堀川建設㈱ 辞退

㈱丸美佐藤組 30,219,429

㈱山正小笠原建設 30,219,247 くじ引き

予定価格

（税抜）

㈱アスモ 5,700,000

㈱市川土建 5,700,000

㈲大居建設 5,700,000

㈲小笠原水道 5,660,000

浄化槽エンジニアリング㈱ 辞退

㈲田中管工住設 5,570,000 落札

㈱日水設備工業 5,830,000

㈲マルユウ大青水道工業 5,680,000

管栄設備工業㈱ 5,800,000

㈱ディー・エス・サービス 5,840,000

㈱三上住宅設備 5,800,000

入札参加業者 第１回目 結果

野沢３号配水池場内整備工事 33,670,000

件名 指名業者 第１回目 結果

赤坂一丁目（戸山東公園南側）地区
配水管布設工事

5,840,000

件名



執行日 平成29年7月28日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈲青森協立電気商会 13,237,000 落札

㈱鎌田製作所 13,250,000

大管工業㈱ 13,222,000 失格

㈱大地エンジニア 13,930,000

山大機電㈱ 13,880,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

天田内９号取水井ポンプ及び揚水管
等取替工事

14,694,000


