
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等級対象】 
議長公用車（交換）

取得1台
下取1台

令和2年4月9日 落札 6,636,000円 6,349,830円 青森トヨペット（株）

2 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】 
マツノマダラカミキリ 生息調査
物品 （購入）

1式 令和2年5月12日 落札 3,517,140円 3,222,780円 青森県森林組合連合会

3 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】
 2体用遺体貯蔵庫 （購入）

2式 令和2年5月14日 落札 5,588,000円 5,500,000円 東北化学薬品（株）

4 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】 
ワイドスターⅡ可搬型 基本セッ
ト　（購入）

20セット 令和2年5月20日 落札 5,500,000円 5,500,000円 （株）NTTドコモ

5 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
 普通タイヤ　（購入）

1式 令和2年5月21日 落札 3,179,660円 1,292,170円 （株）七洋

6 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】 
除細動器  （デフィブリレータ）
購入

1式 令和2年6月3日 落札 4,510,000円 4,345,000円 （株）シバタ医理科

7 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
 白バイ用前輪タイヤ ほか （購
入）

1式 令和2年6月4日 落札 3,399,220円 2,668,050円 （株）弘善商会

8 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】 
乗用自動車（交換）

取得1台
下取1台

令和2年6月11日 落札 6,037,514円 5,844,999円 青森トヨペット（株）

9 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2年6月19日 落札 19,103,983円 15,818,000円 （株）スズキ自販青森

10 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
 青森県遺跡地図 

170部 令和2年6月24日 落札 3,366,000円 2,057,000円 ワタナベサービス（株）

11 出納局　会計管理課
【Ａ等級対象】 
野犬捕獲車（交換）

取得1台
下取1台

令和2年6月25日 落札 5,967,000円 4,893,440円 青森トヨペット（株）

12 出納局　会計管理課
【A等級対象】
 交通取締用四輪車 購入

3台 令和2年7月3日 落札 11,219,694円 10,230,000円 青森日産自動車（株）

制限付き一般競争入札結果情報（令和２年度）
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13 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】 
バン　（交換）

取得1台
下取1台

令和2年7月2日 落札 3,809,000円 3,146,000円 日産プリンス青森販売（株）

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

取得2台
下取2台

令和2年7月9日 落札 4,934,180円 4,620,000円 （株）日産サティオ弘前

15 出納局　会計管理課
【A等級対象】 
運転免許試験車両 （大型特殊
自動車・ ホイルローダ）交換

取得1台
下取1台

令和2年7月10日 落札 16,434,000円 10,450,000円 コマツカスタマサポート（株）

16 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】 
ヘリテレ指揮車購入

1台 令和2年7月17日 落札 4,569,073円 4,136,000円 日産プリンス青森販売（株）

17 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
 ダムパトロールカー 交換

取得1台
下取1台

令和2年7月16日 落札 3,827,521円 3,025,000円 青森日産自動車（株）

18 出納局　会計管理課
【A等級対象】 
防災資機材

1式 令和2年7月28日 落札 9,254,000円 8,910,000円 （有）丸栄消機

19 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】 
交通切符

1000組 令和2年7月29日 落札 3,245,000円 2,827,000円 （株）ヒロタ

20 出納局　会計管理課
【A等級対象】 
ステーションワゴン （ミニバン）
交換

取得2台
下取2台

令和2年7月31日 落札 5,074,000円 4,897,200円 （株）日産サティオ弘前

21 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
 全自動散薬分包機

1台 令和2年8月3日 不成立 - - -
参加申込者な
しのため

22 出納局　会計管理課
【A等級対象】 
道路パトロールカー （交換）

取得1台
下取1台

令和2年8月21日 落札 5,338,360円 4,730,000円 青森トヨタ自動車（株）

23 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
小形除雪機(0.8m級)  交換

取得1台
下取1台

令和2年8月28日 落札 3,289,000円 3,245,000円 （株）青工

24 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
小形除雪機(0.8m級)  購入

1台 令和2年8月28日 落札 3,294,500円 3,190,000円 （株）青工
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25 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
原子力防災資機材・要員搬送
車両　（交換）

取得1台
下取1台

令和2年9月3日 落札 4,669,381円 4,334,000円 青森トヨタ自動車（株）

26 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
伸縮式警杖ほか　購入

1式 令和2年9月9日 落札 3,137,420円 2,987,380円 （有）城栄産業

27 出納局　会計管理課
【A等級対象】
普通乗用自動車  交換

取得2台
下取2台

令和2年9月10日 落札 6,125,000円 4,356,000円
日産プリンス青森販売
（株）

28 出納局　会計管理課
【A等級対象】
交通取締用四輪車（高速覆面）
購入

1台 令和2年9月11日 落札 5,330,770円 5,280,000円 青森トヨタ自動車（株）

29 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
受傷事故防止器材  購入

1式 令和2年9月29日 落札 3,093,200円 2,892,670円 （有）城栄産業

30 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
運転免許証更新連絡書

100,000枚 令和2年10月16日 落札 4,345,000円 4,323,000円 （株）ヒロタ

31 出納局　会計管理課
【A等級対象】
短靴ほか（減耗更新用）　購入

1式 令和2年10月19日 落札 17,524,320円 16,426,080円 （株）さくら野百貨店

32 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
短靴ほか（新規採用者用）　購
入

1式 令和2年10月19日 落札 4,756,180円 4,307,930円 和田ゴム販売（株）

33 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
指揮用車　購入

2台 令和2年10月22日 落札 4,785,540円 4,010,600円 青森スバル自動車（株）

34 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
スタッドレスタイヤ　購入

1式 令和2年10月26日 落札 4,479,959円 2,020,920円 （株）七洋

35 出納局　会計管理課
【A等級対象】
点数切符ほか

1式 令和2年10月27日 落札 11,715,000円 10,282,800円 （株）ヒロタ

36 出納局　会計管理課
【A等級対象】
女子用舵手付クオドルプル 購
入

2艇 令和2年10月28日 落札 7,000,000円 6,985,000円 （株）山建
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37 出納局　会計管理課
【A等級対象】
原子力災害医療用放射能線
測定器　購入

1式 令和2年10月28日 落札 13,841,190円 13,310,000円 東北化学薬品（株）

1箱
（2500枚入

り）
令和2年10月30日 落札 2,145.00円 2,134.00円 （株）ヒグチ A4

1箱
（1500枚入

り）
令和2年10月30日 落札 2,574.00円 2,560.80円 （株）ヒグチ A3

1箱
（2500枚入

り）
令和2年10月30日 落札 3,217.50円 3,201.00円 （株）ヒグチ B4

1箱
（2500枚入

り）
令和2年10月30日 落札 1,600.50円 1,600.50円 （株）ヒグチ B5

1箱
（2500枚入

り）
令和2年10月30日 落札 2,145.00円 2,134.00円 （株）ヒグチ A4

1箱
（1500枚入

り）
令和2年10月30日 落札 2,574.00円 2,560.80円 （株）ヒグチ A3

1箱
（2500枚入

り）
令和2年10月30日 落札 3,217.50円 3,201.00円 （株）ヒグチ B4

1箱
（2500枚入

り）
令和2年10月30日 落札 1,600.50円 1,600.50円 （株）ヒグチ B5

40 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　購入

12,000枚 令和2年10月30日 落札 9,900,000円 8,738,400円 （株）ビジネスサービス

41 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
全自動散薬分包機　購入

1台 令和2年10月30日 落札 4,200,000円 4,059,000円 （株）加賀医療器

38 出納局　会計管理課
【A等級対象】
PPC用紙（八戸地区）単価契約

39 出納局　会計管理課
【A等級対象】
PPC用紙（十和田地区）単価契
約
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1箱
（2500枚入

り）
令和2年11月2日 落札 2,145.00円 2,134.00円 （株）東京堂 A4

1箱
（1500枚入

り）
令和2年11月2日 落札 2,574.00円 2,560.80円 （株）東京堂 A3

1箱
（2500枚入

り）
令和2年11月2日 落札 3,217.50円 3,201.00円 （株）東京堂 B4

1箱
（2500枚入

り）
令和2年11月2日 落札 1,600.50円 1,600.50円 （株）東京堂 B5

1箱
（2500枚入

り）
令和2年11月2日 落札 2,145.00円 2,145.00円 （有）羽藤商事 A4

1箱
（1500枚入

り）
令和2年11月2日 落札 2,574.00円 2,574.00円 （有）羽藤商事 A3

1箱
（2500枚入

り）
令和2年11月2日 落札 3,217.50円 3,217.50円 （有）羽藤商事 B4

1箱
（2500枚入

り）
令和2年11月2日 落札 1,600.50円 1,600.50円 （有）羽藤商事 B5

1箱
（2500枚入

り）
令和2年11月2日 落札 2,145.00円 2,145.00円 （有）羽藤商事 A4

1箱
（1500枚入

り）
令和2年11月2日 落札 2,574.00円 2,574.00円 （有）羽藤商事 A3

1箱
（2500枚入

り）
令和2年11月2日 落札 3,217.50円 3,217.50円 （有）羽藤商事 B4

1箱
（2500枚入

り）
令和2年11月2日 落札 1,600.50円 1,600.50円 （有）羽藤商事 B5

【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44

【A等級対象】
PPC用紙（むつ地区） 単価契
約

出納局　会計管理課42

【A等級対象】
PPC用紙（弘前地区） 単価契
約

出納局　会計管理課43
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45 出納局　会計管理課
≪入札中止≫【A等級対象】
富士通　モノクロプリンタ―用
トナーカートリッジ　単価契約

1本 令和2年11月4日 不成立 - - - 入札中止

1個 令和2年11月5日 落札 25,795.00円 23,925.00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2年11月5日 落札 19,712.00円 18,315.00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2年11月5日 落札 28,490.00円 26,455.00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2年11月5日 落札 2,310.00円 2,145.00円
（株）青森電子計算セン
ター

トナー回収ボトル

1個 令和2年11月6日 落札 25,795.00円 23,540.00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2年11月6日 落札 19,712.00円 17,985.00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2年11月6日 落札 28,490.00円 26,015.00円 （株）ビジネスサービス
ドラムカートリッ

ジ

1個 令和2年11月6日 落札 2,310.00円 2,090.00円 （株）ビジネスサービス トナー回収ボトル

46 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

【A等級対象】
富士ゼロックスカラープリン
ター用トナーカートリッジ
 （本庁・青森地区） 単価契約

出納局　会計管理課47
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1個 令和2年11月6日 落札 25,795.00円 23,540.00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2年11月6日 落札 19,712.00円 17,985.00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2年11月6日 落札 28,490.00円 26,015.00円 （株）ビジネスサービス
ドラムカートリッ

ジ

1個 令和2年11月6日 落札 2,310.00円 2,090.00円 （株）ビジネスサービス トナー回収ボトル

1個 令和2年11月6日 落札 25,795.00円 23,540.00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2年11月6日 落札 19,712.00円 17,985.00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2年11月6日 落札 28,490.00円 26,015.00円 （株）ビジネスサービス
ドラムカートリッ

ジ

1個 令和2年11月6日 落札 2,310.00円 2,090.00円 （株）ビジネスサービス トナー回収ボトル

1個 令和2年11月6日 落札 25,795.00円 23,540.00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2年11月6日 落札 19,712.00円 17,985.00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2年11月6日 落札 28,490.00円 26,015.00円 （株）ビジネスサービス
ドラムカートリッ

ジ

1個 令和2年11月6日 落札 2,310.00円 2,090.00円 （株）ビジネスサービス トナー回収ボトル

出納局　会計管理課48

【A又はB等級対象】
富士ゼロックスカラープリン
ター用 トナーカートリッジ（八
戸地区）
単価契約

出納局　会計管理課49

【A又はB等級対象】
富士ゼロックスカラープリン
ター用　　トナーカートリッジ
（五所川原地区）　単価契約

出納局　会計管理課50

【A又はB等級対象】
富士ゼロックスカラープリン
ター用トナーカートリッジ （弘
前地区）　単価契約
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1個 令和2年11月6日 落札 25,795.00円 23,540.00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2年11月6日 落札 19,712.00円 17,985.00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2年11月6日 落札 28,490.00円 26,015.00円 （株）ビジネスサービス
ドラムカートリッ

ジ

1個 令和2年11月6日 落札 2,310.00円 2,090.00円 （株）ビジネスサービス トナー回収ボトル

1個 令和2年11月6日 落札 25,795.00円 22,792.00円 （株）村井商店
大容量トナー

カートリッジ・ブ
ラック

1個 令和2年11月6日 落札 19,712.00円 17,402.00円 （株）村井商店
大容量トナー
カートリッジカ

ラー

1個 令和2年11月6日 落札 28,490.00円 25,179.00円 （株）村井商店
ドラムカートリッ

ジ

1個 令和2年11月6日 落札 2,310.00円 2,200.00円 （株）東京堂 トナー回収ボトル

1個 令和2年11月5日 落札 36,960.00円 32,230.00円
（株）青森電子計算セン
ター

PR-L8250N 用・
純正品（PR-
L8500-65）

1個 令和2年11月5日 落札 33,000.00円 28,600.00円
（株）青森電子計算セン
ター

PR-L8600 用・純
正品（PR-
L8600-12）

１０冊１組 令和2年11月6日 落札 550.00円 201.30円 （株）マルキ フラットファイル

１０冊１組 令和2年11月6日 落札 2,145.00円 1,760.00円 （株）ヒグチ ガバットファイル

【A又はB等級対象】
フラットファイル・ガバットファイ
ル (本庁・青森地区） 単価
契約

出納局　会計管理課54

【A又はB等級対象】
富士ゼロックスカラープリン
ター用 トナーカートリッジ（十
和田地区）　単価契約

出納局　会計管理課51

【A又はB等級対象】
富士ゼロックスカラープリン
ター用 トナーカートリッジ（む
つ地区）
単価契約

出納局　会計管理課52

【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

出納局　会計管理課53



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（令和２年度）

1000枚1組 令和2年11月6日 落札 7,837.50円 6,325.00円 第一印刷（株） 長3

1000枚1組 令和2年11月6日 落札 12,292.50円 8,580.00円 第一印刷（株） 角2

56 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
公用車用燃料
（五所川原地区）　単価契約

１L 令和2年11月16日 落札 129.00円 115.94円 （株）木村石油
レギュラーガソリ
ン

57 出納局　会計管理課
【A等級対象】
公用車用燃料
（十和田地区）　単価契約

１L 令和2年11月16日 落札 129.00円 118.25円 田中商工（株）
レギュラーガソリ
ン

58 出納局　会計管理課
【A等級対象】
公用車用燃料
（むつ地区）　単価契約

１L 令和2年11月16日 落札 129.00円 110.99円 （株）エスエムスタンド
レギュラーガソリ
ン

59 出納局　会計管理課
【A等級対象】
公用車用燃料
（八戸地区）　単価契約

１L 令和2年11月16日 落札 129.00円 115.50円 北日本石油（株）
レギュラーガソリ
ン

60 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
公用車用燃料
（弘前地区）　単価契約

１L 令和2年11月16日 落札 129.00円 118.80円 （株）ヤマケン
レギュラーガソリ
ン

61 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
原子力防災資機材
（機器類）　購入

1式 令和2年11月27日 落札 3,169,650円 3,169,650円 東北化学薬品（株）

62 出納局　会計管理課
【A等級対象】
原子力防災資機材及び
備蓄物資等　購入

1式 令和2年11月27日 落札 18,038,548円 17,958,952円 (有)丸栄消機

63 出納局　会計管理課
【A等級対象】
ドライブレコーダー　購入 1式 令和2年12月8日 落札 5,628,700円 5,563,250円 青森ユアサ電池販売(株)

64 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
マスク　購入

182,000枚 令和2年12月17日 落札 4,004,000円 2,607,000円 (株)ヒグチ

65 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
運転免許証更新連絡書

100,000枚 令和3年1月20日 落札 4,345,000円 4,323,000円 (株)ヒロタ

66 出納局　会計管理課
【A又はB等級対象】
林業用資機材一式

一式 令和3年1月21日 落札 4,243,800円 4,169,000円 青森県森林組合連合会

67 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

250本 令和3年1月29日 落札 44,550.00円 28,000.00円 (株)青森電子計算センター

【A等級対象】
共通課名入封筒　(本庁青森地
区）
単価契約

出納局　会計管理課55
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68 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　（むつ地区）　単価契約

40本 令和3年1月29日 落札 44,550.00円 28,000.00円 (株)青森電子計算センター

69 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　（八戸地区）　単価契約

40本 令和3年1月29日 落札 44,550.00円 28,000.00円 (株)青森電子計算センター

70 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　（十和田地区）　単価契約

40本 令和3年1月29日 落札 44,550.00円 28,000.00円 (株)青森電子計算センター

71 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　（弘前地区）　単価契約

40本 令和3年1月29日 落札 44,550.00円 28,000.00円 (株)青森電子計算センター

72 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　（五所川原地区）　単価契

40本 令和3年1月29日 落札 44,550.00円 28,000.00円 (株)青森電子計算センター

73 出納局　会計管理課
【A又はＢ等級対象】
富士通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

100本 令和3年2月1日 落札 42,460.00円 21,600.00円 (株)青森共同計算センター


