
【平成31年3月25日入札分】

小岩商店 株式会社　アダチ

文具のみうら 4,750
オフィスワイエム

株式会社　金入

田中商工　株式会社 株式会社　青工　十和田支店

株式会社　日商
藤村機器　株式会社　八戸支店

株式会社　吉田産業　十和田支店

株式会社　サーベイリサーチセンター　東北事務所 株式会社　ワイズマンコンサルティング

ランドブレイン　株式会社　仙台事務所

株式会社　開発計画研究所

株式会社　邑計画事務所

有限会社　松本水道 有限会社　日研設備

不二興管工業　株式会社

株式会社　成田総合設備

有限会社　田畑設備工業

株式会社　パル電装技研 扶桑電通　株式会社　青森営業所

有限会社　鈴木電業社 株式会社　河野電気工業

有限会社　佐々木時計電器 株式会社　大成計装

有限会社　アイテック

株式会社　朝日印刷 六戸中央印刷 8（長3窓）
社会福祉法人　青森県コロニー協会　青森コロニー印刷 7.2（長3）
川口印刷工業　株式会社　八戸営業所 13.5（角2）
株式会社　秀栄社印刷

株式会社　朝日印刷 株式会社　秀栄社印刷

社会福祉法人　青森県コロニー協会　青森コロニー印刷 5.4（4C）
川口印刷工業　株式会社　八戸営業所 1.5（1C）
有限会社　アート印刷

株式会社　朝日印刷 六戸中央印刷
社会福祉法人　青森県コロニー協会　青森コロニー印刷

川口印刷工業　株式会社　八戸営業所

有限会社　アート印刷

新光印刷　株式会社 有限会社　アート印刷 6.3（4C）
株式会社　朝日印刷 株式会社　秀栄社印刷 1.2（1C）
社会福祉法人　青森県コロニー協会　青森コロニー印刷 六戸中央印刷 4,000（1P）
川口印刷工業　株式会社　八戸営業所

新光印刷　株式会社 有限会社　アート印刷

株式会社　朝日印刷 株式会社　秀栄社印刷

社会福祉法人　青森県コロニー協会　青森コロニー印刷 六戸中央印刷
川口印刷工業　株式会社　八戸営業所

有限会社　伊藤商事 株式会社　清掃テクノサービス

株式会社　建物管理技研

第一清掃　株式会社

環境技術　株式会社

有限会社　伊藤商事 株式会社　清掃テクノサービス

県南環境保全センター　株式会社

第一清掃　株式会社

環境技術　株式会社

有限会社　伊藤商事 株式会社　清掃テクノサービス

県南環境保全センター　株式会社

株式会社　建物管理技研

第一清掃　株式会社

有限会社　伊藤商事 株式会社　清掃テクノサービス

県南環境保全センター　株式会社

有限会社　十和田浄化槽センター

環境技術　株式会社
有限会社　東興技術メンテナンス 株式会社　清掃テクノサービス

県南環境保全センター　株式会社

株式会社　県南環境

環境技術　株式会社
有限会社　みちのく衛生清掃社 株式会社　三沢浄化槽清掃センター

県南環境保全センター　株式会社

有限会社　十和田浄化槽センター

有限会社　東北衛生社

有限会社　みちのく衛生清掃社 株式会社　三沢浄化槽清掃センター

県南環境保全センター　株式会社

有限会社　十和田浄化槽センター

有限会社　東北衛生社

有限会社　みちのく衛生清掃社 株式会社　三沢浄化槽清掃センター

県南環境保全センター　株式会社

有限会社　十和田浄化槽センター

有限会社　東北衛生社

県南環境保全センター　株式会社

有限会社　十和田浄化槽センター

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所

有限会社　華コーポレーション

有限会社　田畑清掃社

株式会社　みどり
育栄管財　株式会社　おいらせ営業所

有限会社　華コーポレーション

有限会社　田畑清掃社

株式会社　みどり
育栄管財　株式会社　おいらせ営業所

有限会社　華コーポレーション 4,630
有限会社　田畑清掃社

有限会社　マモル商運

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所

有限会社　華コーポレーション

有限会社　田畑清掃社

有限会社　マモル商運

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所

有限会社　華コーポレーション

有限会社　田畑清掃社

有限会社　マモル商運

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所 有限会社　新星商会

有限会社　ＦＰ防災設備

興和ビルメンテナンス　株式会社

互光産業　株式会社

落札・契約状況一覧表

種別 番号 業　　務　　名 受　　注　　者 所在地 指　　名　　業　　者 契約額（円：税抜） 期　　　間 備考

物品 2 プリンタートナー購入 文具のみうら
青森県上北郡おいらせ町一川
目四丁目6-18 H32.3.31 まで

１者辞退、１者失格

単価契約

物品 3
下水道マンホール蓋等購
入

株式会社　日商 青森県十和田市東四番町10-19 2,773,800 H31.8.31 まで
１者辞退

１者失格

委託 107
子ども・子育て支援事業計
画策定業務委託

株式会社　開発
計画研究所

東京都文京区本郷三丁目20-6
本郷平野ビル 1,003,000 H32.3.25 まで

３者辞退

委託 56
しもだサーモンパーク噴水
ポンプ保守点検業務委託

不二興管工業
株式会社

青森県上北郡おいらせ町中下
田107 460,000 H31.11.30 まで

委託 89
防災行政無線保守点検業
務委託

扶桑電通　株式
会社　青森営業
所

青森県青森市長島二丁目13-1 3,770,000 H32.3.31 まで

委託 31 庁用封筒印刷製本 六戸中央印刷
青森県上北郡六戸町大字犬落
瀬字明戸67-1

H32.3.31 まで
単価契約

委託 44
おいらせ町議会広報印刷
製本業務委託

有限会社　アー
ト印刷

青森県十和田市東十五番町21-
25

H32.1.31 まで
単価契約

委託 106
納税通知書送付用封筒印
刷

川口印刷工業
株式会社　八戸
営業所

青森県八戸市日計一丁目2-52 770,010 H31.4.26 まで

委託 33
平成31年度広報おいらせ
編集及び印刷製本

社会福祉法人
青森県コロニー
協会　青森コロ
ニー印刷

青森県青森市大字幸畑字松元
62-3 H32.3.31 まで

単価契約

委託 105 町税関係帳票等印刷製本
川口印刷工業
株式会社　八戸
営業所

青森県八戸市日計一丁目2-52 5,770,000 H31.6.20 まで

委託 52
いちょう公園等浄化槽保守
点検業務委託

第一清掃　株式
会社

青森県八戸市大字是川字金ヶ
坂18 448,000 H32.3.31 まで

委託 88
道路排水ポンプ等保守管
理業務委託

県南環境保全セ
ンター　株式会
社

青森県十和田市大字三本木字
野崎40-370 2,268,000 H32.3.31 まで

委託 10
学校給食センター排水処理
施設保守点検業務委託

株式会社　清掃
テクノサービス

青森県八戸市城下四丁目12-5

委託 93

委託 92

公共下水道マンホールポン
プ保守管理業務委託

県南環境保全セ
ンター　株式会
社

青森県十和田市大字三本木字
野崎40-370

下田公園等給水タンク保守
管理業務委託

有限会社　東興
技術メンテナン
ス

青森県八戸市類家五丁目38-4

古間木山地区農業集落排
水処理施設維持管理業務
委託

県南環境保全セ
ンター　株式会
社

青森県十和田市大字三本木字
野崎40-370

委託 43

委託 90

委託 54

委託 51

委託 28

委託 66

委託 37

委託 23

委託 40

委託 12

学校浄化槽保守点検業務
委託

県南環境保全セ
ンター　株式会
社

青森県十和田市大字三本木字
野崎40-370

下田公園等浄化槽保守管
理業務委託

県南環境保全セ
ンター　株式会
社

青森県十和田市大字三本木字
野崎40-370

古間木山地区農業集落排
水マンホールポンプ保守管
理業務委託

県南環境保全セ
ンター　株式会
社

青森県十和田市大字三本木字
野崎40-370

学校給食センター一般廃棄
物収集運搬業務委託

有限会社　田畑
清掃社

青森県上北郡おいらせ町東下
川原23-3

本庁舎等一般廃棄物収集
運搬処理業務委託

有限会社　華
コーポレーション

青森県上北郡おいらせ町木崎
158

いきいき館等一般廃棄物処
理業務委託

有限会社　田畑
清掃社

青森県上北郡おいらせ町東下
川原23-3

学校ごみ回収業務委託
有限会社　華
コーポレーション

青森県上北郡おいらせ町木崎
158

分庁舎等一般廃棄物収集
運搬処理業務委託

有限会社　田畑
清掃社

青森県上北郡おいらせ町東下
川原23-3

学校消防設備保守点検業
務委託

互光産業　株式
会社

青森県八戸市売市二丁目4-2

558,000 H32.3.31 まで

7,749,000 H32.3.31 まで

476,000

10,773,000 H32.3.31 まで

1,930,000 H32.3.31 まで

H32.3.31 まで

1,890,000 H32.3.31 まで

3,307,000 H32.3.31 まで

H32.3.31 まで

1,229,100 H32.3.31 まで

687,600 H32.3.31 まで

1,684,800 H32.3.31 まで

969,000 H32.3.31 まで

450,000 H32.3.31 まで

１者辞退

１者辞退

単価契約

１者辞退

１者辞退
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落札・契約状況一覧表

種別 番号 業　　務　　名 受　　注　　者 所在地 指　　名　　業　　者 契約額（円：税抜） 期　　　間 備考

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所 東北ヒート化学　株式会社

有限会社　東興技術メンテナンス

北日本化工　株式会社

興和ビルメンテナンス　株式会社

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所 興和ビルメンテナンス　株式会社

有限会社　東興技術メンテナンス

エヌエス環境　株式会社　八戸営業所

有限会社　ナツサカ消毒

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所 株式会社　ビー・エム
有限会社　東興技術メンテナンス

エヌエス環境　株式会社　八戸営業所

有限会社　ナツサカ消毒

エヌエス環境　株式会社　八戸営業所 ＭＣＣユニテック　株式会社

株式会社　県南環境

環境技術　株式会社
東北緑化環境保全　株式会社　八戸支社

有限会社　ビルメン田中

有限会社　山崎土建

北都ビル　株式会社

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所

有限会社　ビルメン田中

有限会社　ビジネス創研

興和ビルメンテナンス　株式会社

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所

有限会社　ビジネス創研

興和ビルメンテナンス　株式会社

寺下運輸倉庫　株式会社

有限会社　ビジネス創研

興和ビルメンテナンス　株式会社

上北観光バス　株式会社

寺下運輸倉庫　株式会社

有限会社　ビジネス創研

北都ビル　株式会社
興和ビルメンテナンス　株式会社

寺下運輸倉庫　株式会社

有限会社　ビジネス創研

北都ビル　株式会社
興和ビルメンテナンス　株式会社

寺下運輸倉庫　株式会社

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所

有限会社　ビルメン田中

三八五流通　株式会社

株式会社　ビー・エム
育栄管財　株式会社　おいらせ営業所

有限会社　ビルメン田中

三八五流通　株式会社

株式会社　ビー・エム
育栄管財　株式会社　おいらせ営業所

有限会社　ビルメン田中

三八五流通　株式会社

興和ビルメンテナンス　株式会社

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所

有限会社　ビルメン田中

三八五流通　株式会社

興和ビルメンテナンス　株式会社

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所

有限会社　ビルメン田中

三八五流通　株式会社

興和ビルメンテナンス　株式会社

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所

有限会社　ビルメン田中

三八五流通　株式会社

興和ビルメンテナンス　株式会社

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所

有限会社　ビルメン田中

三八五流通　株式会社

興和ビルメンテナンス　株式会社

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所 株式会社　ビー・エム

有限会社　ビルメン田中 有限会社　寿商事

三八五流通　株式会社

北都ビル　株式会社
育栄管財　株式会社　おいらせ営業所 有限会社　加澤商店

有限会社　ビルメン田中 株式会社　ビー・エム

三八五流通　株式会社

北都ビル　株式会社
育栄管財　株式会社　おいらせ営業所 有限会社　加澤商店

有限会社　ビルメン田中 三八五フーズ　株式会社

北都ビル　株式会社
興和ビルメンテナンス　株式会社

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所 有限会社　加澤商店

有限会社　ビルメン田中 有限会社　寿商事

北都ビル　株式会社
興和ビルメンテナンス　株式会社

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所 太平ビルサービス　株式会社　八戸支店

三八五流通　株式会社 株式会社　三沢警備保障

青森みちのく警備保障　株式会社

興和ビルメンテナンス　株式会社

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所 太平ビルサービス　株式会社　八戸支店

三八五流通　株式会社 株式会社　三沢警備保障

青森みちのく警備保障　株式会社

興和ビルメンテナンス　株式会社

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所 太平ビルサービス　株式会社　八戸支店

三八五流通　株式会社 株式会社　三沢警備保障

青森みちのく警備保障　株式会社

興和ビルメンテナンス　株式会社

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所 有限会社　加澤商店

青森千代田　株式会社

県南環境保全センター　株式会社

太平ビルサービス　株式会社　八戸支店

委託 91

委託 21

委託 1

委託 38

委託 53

委託 11

委託 80

委託 108

委託 22

委託 25

委託 29

委託 30

委託 101

委託 103

委託 104

委託 24

委託 65

委託 100

委託 64

委託 3

委託 102

委託 4

委託 39

委託 26

委託 27

学校暖房機保守点検業務
委託

東北ヒート化学
株式会社

青森県八戸市城下三丁目7-10

下田公園等砂場塩素消毒
業務委託

有限会社　東興
技術メンテナン
ス

青森県八戸市類家五丁目38-4

道路維持車両運転業務委
託

有限会社　ビル
メン田中

青森県上北郡おいらせ町阿光
坊105-114

公用車運転業務委託
有限会社　ビル
メン田中

青森県上北郡おいらせ町阿光
坊105-114

学校給食センター鼠族・衛
生害虫防除業務委託

株式会社　ビー・
エム

青森県八戸市日計四丁目1-33

流域下水道接続点水質検
査業務委託

ＭＣＣユニテック
株式会社

青森県八戸市江陽三丁目1-109

学校行事等送迎バス運転
業務委託

― ―

スポーツ車運転業務委託
有限会社　ビジ
ネス創研

青森県上北郡おいらせ町明土
11

公用車（普通自動車）運転
業務委託

― ―

通学バス運転業務委託 ― ―

老人福祉センター清掃業務
委託

興和ビルメンテ
ナンス　株式会
社

青森県三沢市松園町二丁目10-
10

分庁舎内外清掃業務委託 ― ―

阿光坊古墳館清掃業務委
託

株式会社　ビー・
エム

青森県八戸市日計四丁目1-33

いきいき館清掃業務委託
株式会社　ビー・
エム

青森県八戸市日計四丁目1-33

町民交流センター管理業務
委託

育栄管財　株式
会社　おいらせ
営業所

青森県上北郡おいらせ町青葉
八丁目140-1786

みなくる館等管理業務委託
株式会社　ビー・
エム

青森県八戸市日計四丁目1-33

農村環境改善センター管理
業務委託

育栄管財　株式
会社　おいらせ
営業所

青森県上北郡おいらせ町青葉
八丁目140-1786

白鳥の家管理業務委託
育栄管財　株式
会社　おいらせ
営業所

青森県上北郡おいらせ町青葉
八丁目140-1786

学校用務員業務委託
有限会社　ビル
メン田中

青森県上北郡おいらせ町阿光
坊105-114

本庁舎警備業務委託
株式会社　三沢
警備保障

青森県三沢市大字三沢字下夕
沢83-136

中央公民館等管理業務委
託

株式会社　ビー・
エム

青森県八戸市日計四丁目1-33

おいらせ病院給食業務委
託

― ―

本庁舎清掃等業務委託
育栄管財　株式
会社　おいらせ
営業所

青森県上北郡おいらせ町青葉
八丁目140-1786

分庁舎内外警備業務委託
株式会社　三沢
警備保障

青森県三沢市大字三沢字下夕
沢83-136

おいらせ病院警備業務委
託

興和ビルメンテ
ナンス　株式会
社

青森県三沢市松園町二丁目10-
10

750,000 H32.3.31 まで

1,162,000 H31.10.31 まで

2,184,000 H31.11.30 まで

4,184,000 H32.3.31 まで

600,000 H32.3.31 まで

628,000 H31.11.30 まで

― ― まで

1,860 H32.3.31 まで

― ― まで

― ― まで

1,380,000 H32.3.31 まで

― ― まで

720,000 H32.3.31 まで

816,000 H32.3.31 まで

3,800,000 H32.3.31 まで

8,376,000 H32.3.31 まで

2,700,000 H32.3.31 まで

3,200,000 H32.3.31 まで

26,280,000 H32.3.31 まで

7,392,000 H32.3.31 まで

7,284,000 H32.3.31 まで

― ― まで

9,196,000 H32.3.31 まで

7,392,000 H32.3.31 まで

11,496,000 H32.3.31 まで

１者辞退

１者辞退

１者失格

不調

不調

不調

２者辞退

１者辞退

２者辞退

３者辞退

不調

２者辞退

時間単価契約

２者辞退

２者辞退

３者辞退

３者辞退

不調

４者辞退

１者失格

２者辞退

１者失格

２者辞退

１者失格

５者辞退

１者辞退

１者失格

１者失格

５者辞退

５者辞退

５者辞退



【平成31年3月25日入札分】

落札・契約状況一覧表

種別 番号 業　　務　　名 受　　注　　者 所在地 指　　名　　業　　者 契約額（円：税抜） 期　　　間 備考

育栄管財　株式会社　おいらせ営業所 有限会社　加澤商店

青森千代田　株式会社

県南環境保全センター　株式会社

太平ビルサービス　株式会社　八戸支店

株式会社　テクノ中央

互光産業　株式会社

みなと興業　株式会社

株式会社　佐々木商会

川口建設　株式会社 株式会社　みどり

株式会社　種市建業 有限会社　堀内造園

有限会社　西舘組

有限会社　北商

川口建設　株式会社 株式会社　根城グリーン建設

株式会社　種市建業 有限会社　ランドスケープ

有限会社　西舘組

有限会社　北商

川口建設　株式会社 株式会社　根城グリーン建設

株式会社　種市建業 有限会社　大塚園芸

有限会社　西舘組

有限会社　北商

株式会社　柏崎組 株式会社　種市建業 有限会社　大塚園芸

株式会社　カネヒロ 有限会社　西舘組

川口建設　株式会社 有限会社　北商

有限会社　新幸建設 有限会社　堀内造園

株式会社　柏崎組 株式会社　種市建業 有限会社　ランドスケープ

株式会社　カネヒロ 有限会社　北商

川口建設　株式会社 株式会社　みどり

有限会社　新幸建設 株式会社　根城グリーン建設

下道建設　株式会社 川口建設　株式会社 有限会社　コーヨー建設

有限会社　新組工業 有限会社　新幸建設

株式会社　カネヒロ 株式会社　種市建業

有限会社　山崎土建 有限会社　拓栄興業

下道建設　株式会社 川口建設　株式会社 有限会社　コーヨー建設

有限会社　新組工業 有限会社　新幸建設

有限会社　北都工業 株式会社　種市建業

有限会社　山崎土建 有限会社　拓栄興業

下道建設　株式会社 有限会社　山崎土建 有限会社　コーヨー建設

有限会社　新組工業 川口建設　株式会社

有限会社　北都工業 株式会社　種市建業

株式会社　カネヒロ 有限会社　拓栄興業

下道建設　株式会社 川口建設　株式会社 有限会社　コーヨー建設

有限会社　新組工業 有限会社　新幸建設

有限会社　北都工業 株式会社　種市建業

株式会社　カネヒロ 有限会社　拓栄興業

下道建設　株式会社 有限会社　山崎土建 株式会社　東日本工業

有限会社　新組工業 有限会社　天成建設

有限会社　北都工業 有限会社　拓栄興業

有限会社　リミックス 有限会社　西舘組

下道建設　株式会社 有限会社　天成建設 有限会社　コーヨー建設

有限会社　新組工業 有限会社　拓栄興業

有限会社　北都工業 有限会社　西舘組

有限会社　リミックス 株式会社　東日本工業

工事 7

工事 2

工事 3

工事 4

委託 48

委託 47

工事 5

工事 6

委託 49

委託 50

委託 41

委託 2

工事 1

おいらせ病院施設管理業
務委託

― ―

みなくる館等植栽管理業務
委託

有限会社　ランド
スケープ

青森県八戸市根城八丁目12-20

学校植栽管理業務委託
有限会社　西舘
組

青森県上北郡おいらせ町上明
堂27-1

町道区画線設置工事
株式会社　佐々
木商会

青森県八戸市城下三丁目9-10

中央公園等樹木管理業務
委託

株式会社　みど
り

青森県十和田市大字相坂字高
清水78-455

青森県上北郡おいらせ町下明
堂97

町道維持補修（その１）工事
株式会社　カネ
ヒロ

青森県上北郡おいらせ町下屋
敷9-1

しもだサーモンパーク植栽
管理業務委託

有限会社　北商
青森県三沢市大字三沢字下久
保59-382

汚水桝設置工事（その2）
有限会社　北都
工業

青森県上北郡おいらせ町西下
川原10

町道維持補修（その４）工事
下道建設　株式
会社

青森県上北郡おいらせ町洗平
39-2

汚水桝設置工事（その1）
有限会社　北都
工業

青森県上北郡おいらせ町西下
川原10

町道維持補修（その２）工事
有限会社　新幸
建設

青森県上北郡おいらせ町東下
谷地48-138

町道維持補修（その３）工事
有限会社　新組
工業

青森県上北郡おいらせ町立蛇
53-2

いちょう公園植栽管理業務
委託

川口建設　株式
会社

― ― まで

1,550,000 H32.3.31 まで

2,406,000 H32.3.31 まで

2,090,000 H31.6.30 まで

2,130,000 H32.3.31 まで

まで

13,100,000 H32.3.31 まで

6,630,000 H32.3.31 まで

8,350,000 H31.8.31 まで

13,050,000 H32.3.31 まで

4,560,000 H31.8.31 まで

13,000,000 H32.3.31 まで

13,020,000 H32.3.31 まで

7,850,000 H32.3.31

不調


