
執行日 平成30年5月7日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

青森県森林綜合開発㈱ 1,725,000

森林組合あおもり 1,600,000 落札

㈲第一造園 1,640,000

㈲大徳組 1,730,000

㈲坪田庭園 1,673,000

㈲前田造園 1,700,000

㈲山口土木林業 1,640,000

予定価格

（税抜）

㈲奥崎造園 3,790,000

高木園 3,700,000

㈱ジーエム 3,791,000

森林組合あおもり 3,791,000

㈲第一造園 3,600,000

㈲坪田庭園 3,563,000

㈲前田造園 3,790,000

㈲みちのく造園 3,605,000

㈱蓬田グリーン開発 3,410,000 落札

予定価格

（税抜）

㈲奥崎造園 6,180,000

高木園 6,150,000

㈲山草園 6,121,170

㈱ジーエム 6,100,000

㈲松竹梅造園 5,500,000 落札

森林組合あおもり 6,183,000

㈲第一造園 5,870,000

㈲大徳組 6,183,000

八甲田造園工業㈱ 6,000,000

緑翔庭園 5,870,000

指名業者 第1回目 結果

件名 指名業者 第1回目 結果

水道部本庁舎構内樹木管理業務

横内浄水場樹木管理業務（その１） 6,183,000

3,791,000

件名

件名 指名業者 第1回目 結果

植林地保育管理業務 1,725,000



予定価格

（税抜）

㈲奥崎造園 4,960,000

㈲我満組 4,450,000 落札

高木園 4,900,000

㈲山草園 4,464,000

㈲三内造園土木 不参加

㈱ジーエム 4,760,000

森林組合あおもり 4,960,000

㈲東北造園 4,730,000

㈲前田造園 4,508,640

予定価格

（税抜）

青森県森林綜合開発㈱ 2,570,000

㈲三内造園土木 2,575,000

㈲松竹梅造園 2,500,000

㈲第一造園 2,450,000

㈲大徳組 2,575,000

八甲田造園工業㈱ 2,500,000

㈲みちのく造園 2,449,000

緑翔庭園 2,266,000 落札

予定価格

（税抜）

青森県森林綜合開発㈱ 10,100,000

㈲三内造園土木 10,140,000

㈲第一造園 9,630,000

㈲坪田庭園 9,530,000

㈲東北造園 9,600,000

八甲田造園工業㈱ 10,030,000

㈲みちのく造園 9,634,000

㈲山口土木林業 9,400,000 落札

㈱蓬田グリーン開発 10,140,000

緑翔庭園 9,700,000

件名 指名業者 第1回目 結果

横内浄水場樹木管理業務（その２） 4,960,000

件名 指名業者 第1回目 結果

横内浄水場水源地樹木管理業務 2,575,000

件名 指名業者 第1回目 結果

堤川浄水場樹木管理業務 10,140,000



予定価格

（税抜）

青森県森林綜合開発㈱ 4,450,000 落札

㈲我満組 4,850,000

㈲松竹梅造園 5,000,000

㈲大徳組 5,016,000

㈲坪田庭園 4,715,000

㈲前田造園 5,000,000

㈲みちのく造園 4,766,000

㈲山口土木林業 4,820,000

㈱蓬田グリーン開発 5,016,000

予定価格

（税抜）

㈲我満組 2,670,000

高木園 2,500,000 落札

㈲三内造園土木 2,781,000

森林組合あおもり 2,781,000

㈲坪田庭園 2,642,000

㈲東北造園 2,650,000

八甲田造園工業㈱ 2,750,000

㈲山口土木林業 2,660,000

㈱蓬田グリーン開発 2,781,000

予定価格

（税抜）

㈲奥崎造園 1,520,000

㈲我満組 1,500,000

㈲山草園 1,361,000 落札

㈱ジーエム 1,529,000

㈲東北造園 1,520,000

㈱蓬田グリーン開発 1,529,000

緑翔庭園 1,460,000

予定価格

（税抜）

青森県森林綜合開発㈱ 3,250,000

㈲奥崎造園 2,900,000 落札

㈲山草園 3,089,400

㈲松竹梅造園 3,200,000

㈲第一造園 3,090,000

㈲大徳組 3,252,000

㈲東北造園 3,200,000

㈲前田造園 3,250,000

㈲みちのく造園 3,090,000

件名

件名

件名

指名業者 第1回目 結果

油川配水所樹木管理業務 5,016,000

指名業者 第1回目 結果

天田内配水所樹木管理業務 2,781,000

指名業者 第1回目 結果

原別配水所樹木管理業務 1,529,000

件名 指名業者 第1回目 結果

原別取水所樹木管理業務 3,252,000



予定価格

（税抜）

青森県森林綜合開発㈱ 4,700,000

㈲我満組 4,700,000

㈲山草園 3,592,950 落札

㈲三内造園土木 4,735,000

㈲松竹梅造園 4,700,000

㈲大徳組 4,735,000

八甲田造園工業㈱ 4,200,000

㈲山口土木林業 4,680,000

緑翔庭園 4,530,000

予定価格

（税抜）

㈲奥崎造園 2,470,000

高木園 2,402,000

㈱ジーエム 2,160,000 落札

森林組合あおもり 2,477,000

㈲坪田庭園 2,353,150

㈲東北造園 2,400,000

㈲前田造園 2,470,000

㈱蓬田グリーン開発 2,477,000

予定価格

（税抜）

高木園 511,000

八甲田造園工業㈱ 527,000

㈲みちのく造園 492,000 落札

㈲山口土木林業 505,000

緑翔庭園 520,000

予定価格

（税抜）

㈲我満組 510,000

㈲山草園 488,300 落札

㈲三内造園土木 514,000

㈱ジーエム 514,000

㈲松竹梅造園 514,000

結果

件名 指名業者 第1回目 結果

青森地区配水施設草刈及び樹木管
理業務

4,735,000

指名業者

件名 指名業者 第1回目

件名

青森地区簡易水道施設草刈業務

取水施設草刈業務 2,477,000

指名業者 第1回目 結果

514,000

第1回目 結果

527,000

件名

水道部旧施設用地草刈業務



予定価格

（税抜）

㈲石村興産 1,019,000 落札

ウェントス綜合警備保障㈲ 辞退

㈲開成工業 1,062,000

㈱佐藤設備 辞退

大地土木㈲ 1,030,000

㈱丸恵三上建設 1,024,800

㈲水木土建 1,041,000

㈲三鉄建設 1,020,000

㈱山印造園土木 1,025,000

予定価格

（税抜）

㈲石村興産 969,500

ウェントス綜合警備保障㈲ 辞退

㈲開成工業 1,008,000

㈱佐藤設備 辞退

大地土木㈲ 967,000 落札

㈱丸恵三上建設 972,000

㈲水木土建 987,000

㈲三鉄建設 967,600

㈱山印造園土木 968,000

執行日 平成30年5月14日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈱ＮＪＳ青森出張所 45,000,000

オリジナル設計㈱青森営業所 50,900,000

新日本設計㈱東北支社青森事務所 50,970,000

㈱東京設計事務所青森事務所 50,970,000

㈱日新技術コンサルタント青森出張所 38,176,530

㈱日水コン青森事務所 45,000,000

日本水工設計㈱青森事務所 50,970,000

㈱日本水道設計社青森事務所 50,900,000

㈱ニュージェック青森事務所 49,000,000

パシフィックコンサルタンツ㈱青森事務所 辞退

㈱三木設計事務所青森出張所 37,921,680 落札

予定価格

（税抜）

いであ㈱　東北支店 582,000 無効

エヌエス環境㈱　青森支店 581,000

㈱環境工学　青森営業所 406,119 失格

環境保全㈱　青森営業所 424,130 落札

結果

件名 指名業者 第1回目

指名業者 第1回目

浪岡地区配水施設草刈業務 1,008,000

結果

浪岡地区簡易水道施設草刈業務 1,062,000

件名 指名業者 第1回目 結果

件名

横内浄水場紫外線処理施設等詳細
設計業務

50,970,000

件名 指名業者 第1回目 結果

室内環境測定業務 581,000



予定価格

（税抜）

㈲サイクルファーム 5,300 落札

三菱マテリアル㈱青森工場 5,500

執行日 平成30年5月28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㈱ 8,900,000 くじ引き

㈱アスモ 8,900,000 くじ引き

㈲三永設備工業 8,900,000 落札

大管工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 8,900,000 くじ引き

千葉設備工業㈱ 8,900,000 くじ引き

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 11,370,000

㈱アスモ 11,370,000

㈲三永設備工業 11,370,000

大管工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 11,370,000

千葉設備工業㈱ 8,243,250 失格

東和管工㈱ 8,480,000 落札

㈱市川土建 辞退

㈲田中管工住設 11,370,000

㈲マルユウ大青水道工業 11,030,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 11,580,000

㈱アスモ 11,580,000

㈲三永設備工業 11,580,000

大管工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 11,580,000

千葉設備工業㈱ 8,395,500 落札

東和管工㈱ 辞退

㈱市川土建 辞退

㈲田中管工住設 11,580,000

㈲マルユウ大青水道工業 11,230,000

結果

堤川浄水場脱水ケーキ処分業務（1ｔ
当り単価契約）

5,500

件名 指名業者 第1回目

件名 指名業者 第1回目 結果

指名業者 第1回目 結果

ブロック別メーター取替業務（電子・
大型工区）

8,900,000

件名

件名

ブロック別メーター取替業務（第１工
区）

11,370,000

指名業者 第1回目 結果

ブロック別メーター取替業務（第２工
区）

11,580,000



予定価格

（税抜）

北日本管工業㈱ 10,516,000 落札

㈱佐々木建設工業 辞退

㈱鹿内組 11,070,000

芝管工㈱ 辞退

大研工業㈱ 11,000,000

東和管工㈱ 辞退

㈱市川土建 辞退

㈲田中管工住設 11,070,000

㈲マルユウ大青水道工業 10,740,000

山大機電㈱ 11,070,000

予定価格

（税抜）

赤平設備工業㈱ 11,000,000

㈱佐々木建設工業 辞退

㈱鹿内組 11,890,000

大研工業㈱ 11,800,000

東北水道設備工業㈱ 8,905,610 落札

㈱日水設備工業 8,655,920 失格

㈲大居建設 辞退

㈲小笠原水道 辞退

㈲東邦設備 10,047,050

山大機電㈱ 11,890,000

予定価格

（税抜）

赤平設備工業㈱ 10,000,000

北日本管工業㈱ 辞退

㈱鹿内組 12,310,000

芝管工㈱ 辞退

大研工業㈱ 12,300,000

東北水道設備工業㈱ 辞退

㈱日水設備工業 8,961,680 失格

㈲大居建設 辞退

㈲小笠原水道 辞退

㈲東邦設備 9,835,690 落札

件名 指名業者

第1回目 結果

第1回目 結果

ブロック別メーター取替業務（第３工
区）

11,070,000

11,890,000

件名 指名業者

件名 指名業者

第1回目 結果

ブロック別メーター取替業務（第５工
区）

12,310,000

ブロック別メーター取替業務（第４工
区）



予定価格

（税抜）

赤平設備工業㈱ 12,350,000 落札

北日本管工業㈱ 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

芝管工㈱ 辞退

東北水道設備工業㈱ 辞退

㈱日水設備工業 8,998,080 失格

㈲大居建設 辞退

㈲小笠原水道 辞退

㈲東邦設備 辞退

山大機電㈱ 13,348,800 無効

予定価格

（税抜）

アクア・クリエイト㈱ 1,843,000

㈱共栄設備 1,423,000 失格

古川設備 1,453,060

㈱佐藤設備 辞退

㈲浪岡水道工業 1,425,900 失格

㈲長谷川管工 1,443,000 落札

㈲山田設備工業 1,900,000

予定価格

（税抜）

アクア・クリエイト㈱ 1,985,500

㈱共栄設備 1,554,000 落札

古川設備 1,565,410

㈱佐藤設備 辞退

㈲浪岡水道工業 2,060,000

㈲長谷川管工 辞退

㈲山田設備工業 2,000,000

指名業者件名

件名 指名業者 第1回目 結果

第1回目 結果

ブロック別メーター取替業務（第6工
区）

12,360,000

ブロック別メーター取替業務（浪岡第
１工区）

1,940,000

件名 指名業者 第1回目 結果

ブロック別メーター取替業務（浪岡第
２工区）

2,090,000


