
番号 調達機関名 入札件名 数量 開札日 入札結果等 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
除雪トラック （７ｔ級、４×４、路
面整正装置付） 　購入

1台 令和2年6月12日 落札 44,907,940円 42,680,000円 UDトラックス（株）

2 出納局　会計管理課
凍結防止剤散布車 （2.5㎥級）
購入

1台 令和2年7月6日 落札 20,703,870円 20,130,000円 （株）青工

3 出納局　会計管理課
ロータリ除雪車 （2.6m、220kW
級）　購入

1台 令和2年7月6日 決定 42,501,360円 42,460,000円 （株）青工

4 出納局　会計管理課
凍結防止剤散布車 （4.0㎥級）
購入

1台 令和2年7月6日 落札 23,537,800円 20,460,000円 （株）青工

5 出納局　会計管理課
凍結防止剤散布車 （2.5㎥級）
交換

取得1台
下取1台

令和2年7月6日 落札 20,703,870円 20,130,000円 （株）青工

6 出納局　会計管理課
凍結防止剤散布車 （2.5㎥級）
購入

1台 令和2年7月6日 落札 20,703,870円 20,130,000円 （株）青工

7 出納局　会計管理課
小形除雪車 （1.3m級、草刈装置
付）　 購入

1台 令和2年7月6日 決定 26,919,585円 26,400,000円 （株）NICHIJO

8 出納局　会計管理課
ロータリ除雪車 （2.6m、290kW
級）　購入

1台 令和2年7月6日 落札 62,049,240円 61,490,000円 （株）青工

9 出納局　会計管理課
ロータリ除雪車 （2.6m、220kW
級）　交換

取得1台
下取1台

令和2年7月6日 決定 42,171,360円 42,020,000円 （株）NICHIJO

10 出納局　会計管理課
ロータリ除雪車 （2.2m、220kW
級）　購入

1台 令和2年7月6日 決定 42,202,160円 42,020,000円 （株）NICHIJO

11 出納局　会計管理課 除雪グレーダ（4.0m級） 　購入 1台 令和2年7月6日 落札 36,775,200円 30,965,000円
コマツカスタマサポート
(株)

12 出納局　会計管理課 除雪グレーダ（4.0m級） 　交換
取得1台
下取1台

令和2年7月6日 落札 36,775,200円 25,080,000円 日本キャタピラー(同）

13 出納局　会計管理課 除雪グレーダ（3.7m級） 　購入 1台 令和2年7月6日 落札 35,191,200円 30,910,000円
コマツカスタマサポート
(株)

14 出納局　会計管理課
除雪トラック （10ｔ級、6×6、 ワン
ウェイプラウ）　交換

取得1台
下取1台

令和2年7月13日 落札 43,835,000円 40,645,000円 UDトラックス（株）

15 出納局　会計管理課
大気モニタ及びオート サンプル
チェンジャー付き ヨウ素サンプ
ラ　購入

1式 令和2年7月29日 落札 231,000,000円 139,370,000円 富士電機（株）

一般競争入札結果情報（令和２年度）
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16 出納局　会計管理課
大気中気体状ベータ 放射能測
定器　購入

1式 令和2年7月29日 落札 129,250,000円 128,700,000円 （株）日立製作所

17 出納局　会計管理課 学習用ICT端末　購入 3420台 令和2年9月23日 落札 147,001,580円 145,401,080円
（株）ビジネスサービ
ス

18 出納局　会計管理課
ノート型パーソナルコンピュータ
購入

514台 令和2年9月30日 決定 63,736,000円 63,324,800円
（株）青森共同計算
センター

１箱（2500
枚入り）

令和2年11月13日 落札 2,145.00円 2,057.00円 （株）ヒグチ A4

１箱（1500
枚入り）

令和2年11月13日 落札 2,574.00円 2,508.00円 （株）ヒグチ A3

１箱（2500
枚入り）

令和2年11月13日 落札 3,217.50円 3,135.00円 （株）ヒグチ B4

１箱（2500
枚入り）

令和2年11月13日 落札 1,600.50円 1,567.50円 （株）ヒグチ B5

20 出納局　会計管理課 災害用トイレ及び屋内テント 一式 令和3年1月8日 落札 54,450,000円 25,000,000円 （株）ヒグチ

21 出納局　会計管理課
凍結防止剤散布車（2.5㎥級）
購入

一式 令和3年2月24日 落札 121,869,000円 101,200,000円 (株)青工

22 出納局　会計管理課
ロータリ除雪車（2.6m、220ｋW
級）
購入

一式 令和3年2月24日 落札 50,040,100円 44,550,000円 (株)青工

26 出納局　会計管理課 除雪グレーダ（4.0m級） 一式 令和3年2月24日 落札 45,969,000円 30,580,000円 日本キャタピラー(同）

27 出納局　会計管理課 除雪ドーザ（14ｔ級）　購入 一式 令和3年2月24日 落札 35,918,360円 20,108,000円 コマツカスタマサポート(株)

28 出納局　会計管理課 除雪ドーザ（14ｔ級）　購入 一式 令和3年2月24日 落札 72,396,720円 45,232,000円 コマツカスタマサポート(株)

29 出納局　会計管理課 除雪ドーザ（18ｔ級）　購入 一式 令和3年2月24日 落札 45,048,850円 35,200,000円 日本キャタピラー(同）

30 出納局　会計管理課 学習用ＩＣＴ端末 一式 令和3年3月19日 落札 646,640,940円 613,026,700円 (株)ビジネスサービス

PPC用紙（本庁・青森地区）　単
価契約

出納局　会計管理課19


