
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
【A等級又はB等級対象】
マツノマダラカミキリ生息調査物品

1式 令和4年5月9日 落札 3,710,762円 3,367,320円 青森県森林組合連合会

2 出納局　会計管理課
【Ａ等級又はB等級対象】
特種用途自動車（交換）

下取1台
取得1台

令和4年5月13日 不調

3 出納局　会計管理課
【Ａ等級又はB等級対象】
白バイ用前輪タイヤほか　購入

1式 令和4年5月13日 落札 4,557,300円 3,865,290円 (株)弘善商会

4 出納局　会計管理課
【Ａ等級又はB等級対象】
普通タイヤ　購入

1式 令和4年5月13日 落札 4,116,618円 1,664,960円 (株)七洋

5 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
小型除雪機（0.8m級）　交換

下取1台
取得3台

令和4年5月18日 落札 10,059,500円 10,010,000円 (株)青工

6 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
白バイ　購入

3台 令和4年5月20日 落札 7,045,500円 4,851,000円
(株)ホンダモーターサイ
クルジャパン

7 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
会議室用椅子　購入

60脚 令和4年5月20日 落札 5,280,000円 5,214,000円 (株)ヒグチ

8 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
豚熱ワクチン

1式 令和4年5月23日 落札 26,055,700円 24,828,221円 小田島商事(株)

9 出納局　会計管理課
【Ａ等級又はB等級対象】
ステーションワゴン（SUVタイプ）
交換

下取1台
取得1台

令和4年6月3日 落札 3,521,810円 2,418,605円 青森スバル自動車(株)

10 出納局　会計管理課
【Ａ等級又はB等級対象】
普通乗用自動車　購入

1台 令和4年6月3日 落札 3,385,855円 2,904,000円 青森スバル自動車(株)

11 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
書ききり型デジタルカメラ用記録媒
体ほか　購入

1式 令和4年6月22日 落札 10,301,500円 9,968,750円 (株)ヒグチ

制限付き一般競争入札及び一般競争入札（特定調達に係るものを除く。）結果情報【令和４年度】
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12 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
ミニパトカー　購入

10台 令和4年6月24日 落札 20,841,250円 16,390,000円
(株)青森ダイハツモー
タース

13 出納局　会計管理課
【A等級又はB等級対象】
2体用遺体貯蔵庫　購入

2式 令和4年6月29日 落札 4,642,000円 3,982,000円 (有)城栄産業

14 出納局　会計管理課
【A等級又はB等級対象】
ステーションワゴン（ミニバス）
交換

下取1台
取得1台

令和4年7月1日 落札 3,542,000円 3,080,000円 青森トヨタ自動車(株)

15 出納局　会計管理課
【A等級対象】
交通取締用四輪車　購入

１台 令和4年7月15日 落札 5,338,349円 4,290,000円 （株）日産サティオ弘前

16 出納局　会計管理課
【A等級対象】
交通事故処理車（高速）　購入

１台 令和4年7月15日 落札 7,290,173円 6,380,000円
日産プリンス青森販売
（株）

17 出納局　会計管理課
【A等級対象】
自動車保管場所標章　購入

110,000枚 令和4年7月15日 落札 5,445,000円 5,021,500円 土屋工業（株）

18
西北地域県民局

地域連携部
【A等級又はB等級対象】
動物用生化学自動分析装置

1台 令和4年7月19日 落札 3,052,500円 2,530,000円 （株）シバタ医理科

19 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
生体情報モニター（セントラルモニ
ター）　購入

2式 令和4年8月3日 落札 5,830,000円 5,258,000円 （株）加賀医療器

20 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
画像読取装置ほか　購入

1式 令和4年8月3日 落札 6,050,000円 5,423,000円 江渡商事（株）

21 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
泡消火薬剤　購入

4,400リットル 令和4年8月18日 落札 7,163,200円 6,630,800円 （株）富士商会

22 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
原子力防災用広報車両　購入

1台 令和4年8月18日 落札 5,856,000円 5,830,000円 青森トヨタ自動車（株）
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23 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
吊上免荷重装置　購入

1式 令和4年8月19日 落札 5,438,400円 4,730,000円
（株）町田アンド町田商
会

24 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
検問車　購入

1台 令和4年8月25日 落札 5,077,968円 4,972,000円 （株）日産サティオ弘前

25 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
移動交番車　購入

1台 令和4年8月25日 落札 6,000,585円 5,802,500円 （株）日産サティオ弘前

26 出納局　会計管理課
【Ａ等級又はB等級対象】
遺体搬送車　購入

1台 令和4年8月26日 落札 4,785,773円 4,246,000円
日産プリンス青森販売
（株）

27 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
解剖遺体搬送車　購入

1台 令和4年8月26日 落札 6,216,237円 5,390,000円
日産プリンス青森販売
（株）

28 出納局　会計管理課
【A等級又はB等級対象】
捜査用車（高速）　購入

1台 令和4年8月26日 落札 3,785,980円 3,113,000円 （株）日産サティオ弘前

29 出納局　会計管理課
【A等級対象】
レーダー搭載車　購入

2台 令和4年8月26日 落札 9,007,026円 8,030,000円 青森日産自動車（株）

30 出納局　会計管理課
【A等級対象】
災害備蓄食料　購入

1式 令和4年8月24日 落札 12,586,039円 9,567,218円 （有）城栄産業

31 出納局　会計管理課
【A等級対象】
災害備蓄用品　購入

1式 令和4年8月24日 落札 20,515,825円 11,687,302円 （有）城栄産業

32 出納局　会計管理課
【A等級対象】
運転免許証更新連絡書　購入

100,000枚 令和4年8月24日 落札 5,049,000円 5,016,000円 （株）ヒロタ

33 出納局　会計管理課
【A等級対象】
運転免許試験車両　交換

下取3台
取得3台

令和4年8月25日 落札 6,732,523円 5,336,260円
（株）マツダアンフィニ青
森

34 出納局　会計管理課
【A等級対象】
タブレット端末　購入

1式 令和4年8月31日 落札 7,924,840円 7,666,670円 （株）ビジネスサービス

3 



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及び一般競争入札（特定調達に係るものを除く。）結果情報【令和４年度】

35 出納局　会計管理課
【A等級対象】
ボート競技用競技艇　購入

2艇 令和4年9月21日 落札 6,411,900円 5,918,000円 （株）角弘

36 出納局　会計管理課
【A等級対象】
広範囲線量率サーベイメータ 購
入

26台 令和4年9月21日 落札 10,010,000円 9,998,560円 東北化学薬品（株）

37 出納局　会計管理課
【A等級対象】
原子力防災活動資機材及び備蓄
物資等　購入

1式 令和4年9月21日 落札 21,875,403円 20,870,960円 （有）丸栄消機

38 出納局　会計管理課
【A等級対象】
原子力災害医療用資機材備品 購
入

1式 令和4年9月28日 落札 7,211,435円 5,776,925円 東北化学薬品（株）

39 出納局　会計管理課
【A等級対象】
豚熱ワクチン

1式 令和4年9月28日 落札 24,794,000円 23,547,480円 小田島商事（株）

40 出納局　会計管理課
【A等級又はB等級対象】
屋内退避施設及びオフサイトセン
ター備蓄食料　購入

1式 令和4年9月28日 落札 3,124,742円 2,116,584円 ミドリ安全青森（株）

41 出納局　会計管理課
【A等級対象】
短靴（紐付き）ほか

1式 令和4年10月12日 落札 12,828,530円 11,758,450円 （株）さくら野百貨店

42 出納局　会計管理課
【Ａ等級又はB等級対象】
防疫作業資材（ゴミ袋）

80,100枚 令和4年10月14日 落札 3,171,960円 2,105,829円 （株）神山

43 出納局　会計管理課
【Ａ等級又はB等級対象】
スタッドレスタイヤ

1式 令和4年10月14日 落札 4,549,600円 2,993,364円 （株）弘善商会

44 出納局　会計管理課
【A等級対象】
書ききり型デジタルカメラ用記録媒
体ほか　購入

1式 令和4年10月21日 落札 10,301,500円 10,187,100円 エスティイー（株）

45 出納局　会計管理課
【A等級対象】
短靴（紐付き）ほか

1式 令和4年10月21日 落札 5,879,170円 5,445,880円 和田ゴム販売（株）
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1個 令和4年11月2日 落札 33,165円 23,650円 （株）東京堂
大容量トナー
カートリッジ・

ブラック

1個 令和4年11月2日 落札 25,344円 18,040円 （株）東京堂
大容量トナー
カートリッジ・

カラー

1個 令和4年11月2日 落札 36,630円 26,070円 （株）東京堂
ドラムカート

リッジ

1個 令和4年11月2日 落札 2,970円 2,640円 （株）東京堂 回収ボトル

1個 令和4年11月2日 落札 33,165円 25,300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 令和4年11月2日 落札 25,344円 19,250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 令和4年11月2日 落札 36,630円 27,830円 （株）ビジネスサービス
ドラムカート

リッジ

1個 令和4年11月2日 落札 2,970円 2,310円 （株）ビジネスサービス 回収ボトル

1個 令和4年11月2日 落札 33,165円 25,300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 令和4年11月2日 落札 25,344円 19,250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 令和4年11月2日 落札 36,630円 27,830円 （株）ビジネスサービス
ドラムカート

リッジ

1個 令和4年11月2日 落札 2,970円 2,310円 （株）ビジネスサービス 回収ボトル

【Ａ等級又はB等級対象】
富士フィルムカラープリンター用トナー
カートリッジ
（むつ地区）
〈単価契約〉

47 出納局　会計管理課

【Ａ等級又はB等級対象】
富士フィルムカラープリンター用トナー
カートリッジ
（十和田地区）
〈単価契約〉

46 出納局　会計管理課

出納局　会計管理課

【Ａ等級又はB等級対象】
富士フィルムカラープリンター用トナー
カートリッジ
（八戸地区）
〈単価契約〉

48
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1個 令和4年11月2日 落札 33,165円 25,300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 令和4年11月2日 落札 25,344円 19,250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 令和4年11月2日 落札 36,630円 27,830円 （株）ビジネスサービス
ドラムカート

リッジ

1個 令和4年11月2日 落札 2,970円 2,310円 （株）ビジネスサービス 回収ボトル

1個 令和4年11月2日 落札 33,165円 25,300.00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 令和4年11月2日 落札 25,344円 19,250.00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 令和4年11月2日 落札 36,630円 27,830.00円 （株）ビジネスサービス
ドラムカート

リッジ

1個 令和4年11月2日 落札 2,970円 2,310.00円 （株）ビジネスサービス 回収ボトル

1個 令和4年11月2日 落札 33,165.00円 25,300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 令和4年11月2日 落札 25,344.00円 19,250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 令和4年11月2日 落札 36,630.00円 27,830円 （株）ビジネスサービス
ドラムカート

リッジ

1個 令和4年11月2日 落札 2,970.00円 2,310円 （株）ビジネスサービス 回収ボトル

51 出納局　会計管理課

【Ａ等級対象】
富士フィルムカラープリンター用トナー
カートリッジ
（本庁・青森地区）
〈単価契約〉

49 出納局　会計管理課

【Ａ等級又はB等級対象】
富士フィルムカラープリンター用トナー
カートリッジ
（五所川原地区）
〈単価契約〉

50 出納局　会計管理課

【Ａ等級又はB等級対象】
富士フィルムカラープリンター用トナー
カートリッジ
（弘前地区）
〈単価契約〉
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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）

令和4年10月31日 落札 3,988.60円 2,937.00円 （株）ヒグチ A4

1箱
（1500枚入）

令和4年10月31日 落札 4,874.10円 3,524.40円 （株）ヒグチ A3

1箱
（2500枚入）

令和4年10月31日 落札 6,075.30円 4,405.50円 （株）ヒグチ B4

1箱
（2500枚入）

令和4年10月31日 落札 3,041.50円 2,200.00円 （株）ヒグチ B5

1箱
（2500枚入）

令和4年10月31日 落札 3,988.60円 2,937.00円 （株）ヒグチ A4

1箱
（1500枚入）

令和4年10月31日 落札 4,874.10円 3,524.40円 （株）ヒグチ A3

1箱
（2500枚入）

令和4年10月31日 落札 6,075.30円 4,405.50円 （株）ヒグチ B4

1箱
（2500枚入）

令和4年10月31日 落札 3,041.50円 2,200.00円 （株）ヒグチ B5

1箱
（2500枚入）

令和4年10月31日 落札 3,988.60円 2,959.00円 （株）東京堂 A4

1箱
（1500枚入）

令和4年10月31日 落札 4,874.10円 3,630.00円 （株）東京堂 A3

1箱
（2500枚入）

令和4年10月31日 落札 6,075.30円 4,510.00円 （株）東京堂 B4

1箱
（2500枚入）

令和4年10月31日 落札 3,041.50円 2,310.00円 （株）東京堂 B5

【Ａ等級対象】
ＰＰＣ用紙（むつ地区）
〈単価契約〉

出納局　会計管理課52
【Ａ等級対象】
ＰＰＣ用紙（十和田地区）
〈単価契約〉

53 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
ＰＰＣ用紙（八戸地区）
〈単価契約〉

出納局　会計管理課54

7 



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及び一般競争入札（特定調達に係るものを除く。）結果情報【令和４年度】

1箱
（2500枚入）

令和4年10月31日 落札 3,988.60円 2,750.00円 （有）羽藤商事 A4

1箱
（1500枚入）

令和4年10月31日 落札 4,874.10円 3,300.00円 （有）羽藤商事 A3

1箱
（2500枚入）

令和4年10月31日 落札 6,075.30円 4,125.00円 （有）羽藤商事 B4

1箱
（2500枚入）

令和4年10月31日 落札 3,041.50円 2,062.50円 （有）羽藤商事 B5

1箱
（2500枚入）

令和4年10月31日 落札 3,988.60円 2,728.00円 （有）羽藤商事 A4

1箱
（1500枚入）

令和4年10月31日 落札 4,874.10円 3,273.60円 （有）羽藤商事 A3

1箱
（2500枚入）

令和4年10月31日 落札 6,075.30円 4,092.00円 （有）羽藤商事 B4

1箱
（2500枚入）

令和4年10月31日 落札 3,041.50円 2,046.00円 （有）羽藤商事 B5

1000枚1組 令和4年11月7日 落札 9,405.00円 8,800円 （株）ヒロタ 長3

1000枚1組 令和4年11月7日 落札 14,751.00円 12,100円 青森オフセット印刷（株） 角2

10冊1組 令和4年11月7日 落札 638.22円 330.00円 （株）サカタ事務機
フラットファイ

ル

10パック1箱 令和4年11月7日 落札 1,909.60円 1,419.00円 （株）マルキ
付箋用紙
（75㎜×75

㎜）

58 出納局　会計管理課

【Ａ等級又はB等級対象】
フラットファイル・付箋用紙
（本庁・青森地区）
〈単価契約〉

57 出納局　会計管理課
【Ａ等級又はB等級対象】
共通課名入封筒（本庁・青森地区）
〈単価契約〉

56 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
ＰＰＣ用紙（弘前地区）
〈単価契約〉

【Ａ等級対象】
ＰＰＣ用紙（五所川原地区）
〈単価契約〉

出納局　会計管理課55
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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及び一般競争入札（特定調達に係るものを除く。）結果情報【令和４年度】

59 出納局　会計管理課

【Ａ等級対象】
ガバットファイル
（本庁・青森地区）
〈単価契約〉

10冊1組 令和4年11月7日 落札 2,904.00円 1,958.00円 （株）ヒグチ

1個 令和4年11月7日 落札 33,165.00円 24,420.00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 令和4年11月7日 落札 25,344.00円 18,700.00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 令和4年11月7日 落札 36,630.00円 26,950.00円
(株)青森電子計算セン
ター

ドラムカート
リッジ

1個 令和4年11月7日 落札 2,970.00円 2,200.00円
(株)青森電子計算セン
ター

回収ボトル

1個 令和4年11月7日 落札 37,125円 28,600円
(株)青森電子計算セン
ター

8600用

1個 令和4年11月7日 落札 40,095円 30,800円
(株)青森電子計算セン
ター

8700用

1個 令和4年11月7日 落札 18,810円 14,300円
(株)青森電子計算セン
ター

ドラムカート
リッジ(8700

用）

62 出納局　会計管理課

【Ａ等級又はB等級対象】
富士通トナーカートリッジ（本庁・青森地
区）
〈単価契約〉

1個 令和4年11月7日 落札 34,452円 23,760円
(株)青森共同計算セン
ター

63 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
反則切符

20,000組 令和4年11月14日 落札 6,600,000円 6,270,000円 ㈱ヒロタ

64 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
公用車用燃料　むつ地区

１Ｌ 令和4年11月18日 落札 162.60円 145.20円 ㈱エスエムスタンド

65 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
公用車用燃料　十和田地区

１Ｌ 令和4年11月18日 落札 162.60円 157.67円 ササキ石油販売㈱

61 出納局　会計管理課

【Ａ等級対象】
NECモノクロプリンター用トナーカー
トリッジ（本庁・青森地区）
〈単価契約〉

60 出納局　会計管理課

【Ａ等級対象】
NECカラープリンター用トナーカート
リッジ（本庁・青森地区）
〈単価契約〉
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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及び一般競争入札（特定調達に係るものを除く。）結果情報【令和４年度】

66 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
公用車用燃料　五所川原地区

１Ｌ 令和4年11月18日 落札 162.60円 155.00円 ㈱弘善商会

67 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
公用車用燃料　八戸地区

１Ｌ 令和4年11月18日 落札 162.60円 154.00円 八戸燃料㈱

68 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
公用車用燃料　弘前地区

１Ｌ 令和4年11月18日 落札 162.60円 154.00円 ㈱ヤマケン

69 出納局　会計管理課
【Ａ等級又はＢ等級対象】
受傷事故防止器材

１式 令和4年12月5日 落札 4,176,810円 4,088,150円 （株）横山商店

70 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
自転車トラック競技用フレーム外

１式 令和4年12月7日 落札 6,674,617円 5,753,000円 （株）角弘
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