
番号 調達機関名 入札件名 数量 開札日 入札結果 予定価格 契約金額 契約の相手方 備　考

1 出納局会計管理課
青森県防災ハンドブック購
入

１式 平成30年5月24日 落札 29,995,704円 25,424,280円 凸版メディア（株）

2 出納局会計管理課
交通反則切符（一般）ほか
購入

１式 平成30年6月4日 落札 12,312,000円 11,664,000円 長尾印刷（株）

3 出納局会計管理課
青森県保健医療現地調整
本部衛星通信資機材購入

１式 平成30年7月9日 落札 9,389,000円 8,767,440円 共立医科器械（株）

4 出納局会計管理課 ミニパトカー購入 １２台 平成30年7月6日 落札 19,988,804円 16,161,120円 （株）スズキ自販青森

5 出納局会計管理課
交通取締用四輪車（覆面）
購入

４台 平成30年7月12日 落札 18,036,280円 16,027,200円 青森スバル自動車（株）

6 出納局会計管理課
レーダー搭載車、
集団暴走行為採証車、
暴走行為採証車購入

４台 平成30年7月27日 落札 17,147,500円 14,904,000円 日産プリンス青森販売（株）

7 出納局会計管理課 運転免許試験車両交換
下取３台、
取得３台

平成30年8月24日 落札 7,088,514円 4,895,484円 （株）マツダアンフィニ青森

8 出納局会計管理課 筋力測定器購入 １式 平成30年9月4日 落札 17,729,280円 16,794,000円 （株）町田アンド町田商会

9 出納局会計管理課 防災資機材購入 １式 平成30年9月12日 落札 9,338,000円 8,640,000円 （有）丸栄消機

10 出納局会計管理課 小形除雪機（0.8m級）購入 ３台 平成30年9月19日 落札 8,908,380円 8,715,600円 （株）青工

11 出納局会計管理課 小形除雪機（0.8m級）交換
下取７台、
取得７台

平成30年9月19日 落札 20,586,420円 20,185,200円 （株）青工

制限付き一般競争入札結果情報（平成30年度）
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12 出納局会計管理課 災害支援対策車購入 １台 平成30年9月21日 落札 7,139,820円 4,967,038円 青森日野自動車（株）

13 出納局会計管理課 捜査用車購入 ２台 平成30年9月28日 落札 5,203,254円 4,104,000円 （株）日産サティオ弘前

14 出納局会計管理課
消防訓練用移動式
模擬家屋購入

１式 平成30年10月3日 落札 13,500,000円 11,340,000円 （株）ナガワ

15 出納局会計管理課 片袖机ほか購入 １式 平成30年10月12日 落札 6,378,825円 6,126,192円 （株）ヒグチ

1箱（2500枚
入り）

平成30年10月29日 決定 1,911.60円 1,911.60円 （株）ヒグチ Ａ４

1箱（1500枚
入り）

平成30年10月29日 決定 2,293.92円 2,293.92円 （株）ヒグチ Ａ３

1箱（2500枚
入り）

平成30年10月29日 決定 2,867.40円 2,867.40円 （株）ヒグチ Ｂ４

1箱（2500枚
入り）

平成30年10月29日 決定 1,420.20円 1,404.00円 （株）ヒグチ Ｂ５

16 出納局会計管理課
PPC用紙（十和田地区）に係
る単価契約



番号 調達機関名 入札件名 数量 開札日 入札結果 予定価格 契約金額 契約の相手方 備　考
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1箱（2500枚
入り）

平成30年10月29日 決定 1,911.60円 1,911.60円 （株）ヒグチ Ａ４

1箱（1500枚
入り）

平成30年10月29日 決定 2,293.92円 2,293.92円 （株）ヒグチ Ａ３

1箱（2500枚
入り）

平成30年10月29日 決定 2,867.40円 2,867.40円 （株）ヒグチ Ｂ４

1箱（2500枚
入り）

平成30年10月29日 決定 1,420.20円 1,404.00円 （株）ヒグチ Ｂ５

1箱（2500枚
入り）

平成30年10月31日 決定 1,911.60円 1,911.60円 （株）東京堂 Ａ４

1箱（1500枚
入り）

平成30年10月31日 決定 2,293.92円 2,293.92円 （株）東京堂 Ａ３

1箱（2500枚
入り）

平成30年10月31日 決定 2,867.40円 2,867.40円 （株）東京堂 Ｂ４

1箱（2500枚
入り）

平成30年10月31日 決定 1,420.20円 1,404.00円 （株）東京堂 Ｂ５

18 出納局会計管理課
PPC用紙（むつ地区）に係る
単価契約

17 出納局会計管理課
PPC用紙（八戸地区）に係る
単価契約



番号 調達機関名 入札件名 数量 開札日 入札結果 予定価格 契約金額 契約の相手方 備　考

制限付き一般競争入札結果情報（平成30年度）

1箱（2500枚
入り）

平成30年10月26日 落札 1,911.60円 1,890.00円 （株）レンゴウ事務機 Ａ４

1箱（1500枚
入り）

平成30年10月26日 落札 2,293.92円 2,268.00円 （有）羽藤商事 Ａ３

1箱（2500枚
入り）

平成30年10月26日 落札 2,867.40円 2,851.20円 （株）レンゴウ事務機 Ｂ４

1箱（2500枚
入り）

平成30年10月26日 落札 1,420.20円 1,393.20円 （有）羽藤商事 Ｂ５

1箱（2500枚
入り）

平成30年10月26日 落札 1,911.60円 1,890.00円 （有）羽藤商事 Ａ４

1箱（1500枚
入り）

平成30年10月26日 落札 2,293.92円 2,268.00円 （有）羽藤商事 Ａ３

1箱（2500枚
入り）

平成30年10月26日 落札 2,867.40円 2,851.20円 （有）羽藤商事 Ｂ４

1箱（2500枚
入り）

平成30年10月26日 落札 1,420.20円 1,393.20円 （有）羽藤商事 Ｂ５

1個 平成30年11月14日 落札 25,326.00円 23,112.00円 （株）ビジネスサービス
大 容 量 ト ナ ー
カートリッジブラッ
ク

1個 平成30年11月14日 落札 19,353.60円 17,658.00円 （株）ビジネスサービス
大 容 量 ト ナ ー
カー ト リ ッ ジ カ
ラー

1個 平成30年11月14日 落札 27,972.00円 25,542.00円 （株）ビジネスサービス
ドラムカート
リッジ

1個 平成30年11月14日 落札 2,268.00円 2,052.00円 （株）ビジネスサービス
トナー回収ボ
トル

20 出納局会計管理課
PPC用紙（五所川原地区）に
係る単価契約

19 出納局会計管理課
PPC用紙（弘前地区）に係る
単価契約

21 出納局会計管理課
ゼロックス大容量トナーカー
トリッジほか（本庁・青森地
区）に係る単価契約
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1,000枚1組 平成30年11月14日 落札 8,208.00円 7,992.00円 青森オフセット印刷（株） 長３

1,000枚1組 平成30年11月14日 落札 12,873.60円 8,532.00円 ワタナベサービス（株） 角２

1個 平成30年11月14日 落札 25,326.00円 23,490.00円
（株）青森電子計算セン
ター

大 容 量 ト ナ ー
カートリッジブラッ
ク

1個 平成30年11月14日 落札 19,353.60円 17,982.00円
（株）青森電子計算セン
ター

大 容 量 ト ナ ー
カー ト リ ッ ジ カ
ラー

1個 平成30年11月14日 落札 27,972.00円 25,974.00円
（株）青森電子計算セン
ター

ドラムカートリッ
ジ

1個 平成30年11月14日 落札 2,268.00円 2,106.00円
（株）青森電子計算セン
ター

トナー回収ボトル

1個 平成30年11月14日 落札 36,288.00円 31,536.00円
（株）青森電子計算セン
ター

ＥＰカートリッジ
（大容量）

1個 平成30年11月14日 落札 36,288.00円 31,644.00円
（株）青森電子計算セン
ター

環境循環型ＥＰ
カートリッジ（大
容量）

25 出納局会計管理課 短靴（紐付き）ほか購入 １式 平成30年11月19日 落札 19,435,248円 16,543,440円 （株）さくら野百貨店

26 出納局会計管理課
アーチェリー表示システム
購入

１式 平成30年12月19日 落札 8,676,072円 8,640,000円 （株）青工

27 出納局会計管理課 遺体貯蔵庫購入 ２台 平成30年12月19日 落札 5,172,120円 5,076,000円 （株）東北化学薬品

28 出納局会計管理課
原子力防災活動資機材購
入

１式 平成31年1月7日 落札 10,667,020円 9,158,400円 (有)丸栄消機

22 出納局会計管理課
共通課名入封筒　長3及び
角2に係る単価契約

23 出納局会計管理課
NEC大容量トナーカートリッ
ジほか（本庁・青森地区）に
係る単価契約

出納局会計管理課
NEC EPカートリッジ（本庁・
青森地区）に係る単価契約

24
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29 出納局会計管理課
原子力災害医療用テントほ
か購入

１式 平成31年1月7日 落札 11,673,983円 11,264,400円 共立医科器械（株）

30 出納局会計管理課 棒高跳用支柱・バー止購入 １式 平成31年1月9日 落札 7,882,920円 7,862,400円 (株)青工

31 出納局会計管理課 短靴（紐付き）ほか購入 １式 平成31年1月10日 落札 6,075,540円 5,336,820円 和田ゴム販売(株)

32 出納局会計管理課 グラウンド整備器具購入 １式 平成31年1月23日 落札 5,900,040円 5,886,000円 (株)青工

33 出納局会計管理課 走高跳・棒高跳用マット購入 １式 平成31年2月13日 落札 20,003,760円 20,001,600円 （株）角弘

34 出納局会計管理課
フィールド競技消耗品一式
購入

１式 平成31年2月20日 落札 6,479,021円 6,469,200円 （株）角弘

35 出納局会計管理課
フィールド競技備品一式購
入

１式 平成31年2月20日 落札 9,745,272円 9,720,000円 （株）角弘

36 出納局会計管理課 運搬車購入 １式 平成31年2月20日 落札 16,417,080円 16,405,200円 （株）角弘

37 出納局会計管理課 芝刈機ほか購入 １式 平成31年2月20日 落札 16,005,924円 15,984,000円 （株）角弘

38 出納局会計管理課 机椅子ほか購入 １式 平成31年2月22日 落札 10,194,336円 10,152,000円 （株）ヒグチ

39 出納局会計管理課 事務用品備品購入 １式 平成31年2月22日 落札 8,070,156円 7,992,000円 （株）ヒグチ

40 出納局会計管理課 やり（備品）購入 １式 平成31年2月21日 落札 5,036,904円 5,032,800円 （株）角弘

41 出納局会計管理課 砲丸（備品）購入 １式 平成31年2月26日 落札 5,462,640円 5,454,000円 （株）角弘

42 出納局会計管理課
ワイドスターⅡ可搬型基本
セット購入

２３セット 平成31年2月22日 落札 6,210,000円 6,210,000円 （株）NTTドコモ東北支社
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43 出納局会計管理課
陸上競技場用運営用品備
品購入

１式 平成31年3月6日 落札 5,093,280円 5,076,000円 （株）角弘

44 出納局会計管理課 トラック競技（備品）購入 １式 平成31年3月6日 落札 18,971,496円 18,964,800円 （株）角弘


