
様式第７号（第１１条関係）

67.56%

1,000,000

アジア航測株式会社
青森営業所

株式会社近田会計事務所

以下余白

辻・本郷税理士法人
八戸支部

指名理由
　指名審議会による。

（ 随契理由）

（指名業者名） （ 見積書記載金額）

（ 見積業者）
順位 第一回

平成２９年　４月２４日　執行
入札執行者

三環総委　第２９－０２号

件 名 財務書類作成業務

業務場所
青森県三戸郡南部町大字
沖田面字千刈４５地内

予定価格
（消費税除き） １，１１０，０００円

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　山﨑　勝弘

立会者
副 参 事　立花正実
次　　長　嶋澤直樹

 （見積執行者）

入　開　札　一　覧　表
（ 見積一覧表）

番 号

入札業者

① 750,000 落　札

辞　退

入札書記載金額

備　　　考



様式第７号（第１１条関係）

三井金属エンジニアリング株式会社
東北支店

株式会社高橋製作所

東光鉄工株式会社

山田設備機工株式会社

落　札 97.58%

辞　退

① 4,250,000

立会者

4,355,000

（指名業者名） （ 見積書記載金額）

（ 見積業者）
順位 第一回

三菱製紙エンジニアリング株式会社
八戸事業所

副 参 事　立花正実
次　　長　嶋澤直樹

 （見積執行者）

入　開　札　一　覧　表
（ 見積一覧表）

平成２９年　４月２４日　執行
入札執行者

番 号 三環ク委　第２９－１６号

件 名 クレーン点検整備業務

業務場所
青森県三戸郡三戸町大字
斗内字上高間舘２３地内

予定価格
（消費税除き） ４，３５５，０００円

入札業者 入札書記載金額

備　　　考

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　山﨑　勝弘

指名理由
　指名審議会による。

（ 随契理由）

以下余白

辞　退

辞　退



様式第７号（第１１条関係）

辞　退

95.62%

辞　退

エスエヌ環境テクノロジー株式会社
東京支店 ① 1,836,000 落　札

日立造船株式会社東北支社 辞　退

東光鉄工株式会社 1,920,000

三機工業株式会社 辞　退

三井金属エンジニアリング株式会社
東北支店

Hitz環境サービス株式会社

1,920,000

株式会社協和エクシオ

入札執行者
三戸地区環境整備事務組合

事務局長　山﨑　勝弘
立会者

副 参 事　立花正実
次　　長　嶋澤直樹

 （見積執行者）
平成２９年　４月２４日　執行

入　開　札　一　覧　表
（ 見積一覧表）

番 号 三環ク委　第２９－１７号

件 名 粗大ごみ処理施設保守点検整備業務

業務場所
青森県三戸郡三戸町大字
斗内字上高間舘２３地内

予定価格
（消費税除き） １，９２０，０００円

入札業者 入札書記載金額

備　　　考（指名業者名） （ 見積書記載金額）

（ 見積業者）
順位 第一回

以下余白

指名理由
　指名審議会による。

（ 随契理由）



様式第７号（第１１条関係）

佐藤築炉工業株式会社

入札執行者
三戸地区環境整備事務組合

事務局長　山﨑　勝弘
立会者

副 参 事　立花正実
次　　長　嶋澤直樹

 （見積執行者）
平成２９年　４月２４日　執行

入　開　札　一　覧　表
（ 見積一覧表）

番 号 三環ク工　第２９－１８号

件 名 炉内耐火材補修工事

工事場所
青森県三戸郡三戸町大字
斗内字上高間舘２３地内

予定価格
（消費税除き） １１，６３７，０００円

入札業者 入札書記載金額

① 8,950,000 落　札

東北窯炉株式会社 11,300,000

備　　　考（指名業者名） （ 見積書記載金額）

（ 見積業者）
順位 第一回

76.90%

辞　退

有限会社環境メンド 10,080,000

株式会社炉研

以下余白

秋田築炉工業株式会社 9,600,000

京浜築炉工業株式会社
小名浜営業所 10,480,000

指名理由
　指名審議会による。

（ 随契理由）



様式第７号（第１１条関係）

78.00%

　指名審議会による。
（ 随契理由）

指名理由

以下余白

13,150,000エスエヌ環境テクノロジー株式会社
東京支店

辞　退株式会社川崎技研

①株式会社髙砂重工

東光鉄工株式会社

辞　退株式会社高橋製作所

12,500,000

辞　退株式会社八戸鉄工所

番 号

青森県三戸郡三戸町大字
斗内字上高間舘２３地内

工事場所

煙道ダクト交換修繕工事件 名

入　開　札　一　覧　表
（ 見積一覧表）

副 参 事　立花正実
次　　長　嶋澤直樹

立会者
三戸地区環境整備事務組合

事務局長　山﨑　勝弘
 （見積執行者）

平成２９年　４月２４日　執行
入札執行者

（ 見積業者）

（ 見積書記載金額）（指名業者名）

入札書記載金額入札業者

三環ク工　第２９－１９号

１４，６１５，０００円
予定価格

（消費税除き）

辞　退三菱製紙エンジニアリング株式会社
八戸事業所

備　　　考

第一回順位

辞　退山田設備機工株式会社

落　札11,400,000



様式第７号（第１１条関係）

89.99%

　指名審議会による。
（ 随契理由）

指名理由

以下余白

辞　退新明和工業株式会社産機システム事業部
環境システム本部営業部

落　札17,880,000①エスエヌ環境テクノロジー株式会社
東京支店

辞　退Hitz環境サービス株式会社

辞　退日立造船株式会社東北支社

青森県三戸郡三戸町大字
斗内字上高間舘２３地内

工事場所

１９，８６８，０００円
予定価格

（消費税除き）

件 名

入　開　札　一　覧　表
（ 見積一覧表）

副 参 事　立花正実
次　　長　嶋澤直樹

立会者
三戸地区環境整備事務組合

事務局長　山﨑　勝弘
 （見積執行者）

平成２９年　４月２４日　執行
入札執行者

番 号

（ 見積業者）

（ 見積書記載金額）（指名業者名）

入札書記載金額入札業者

第一回順位

計装設備更新工事

三環ク工　第２９－２０号

備　　　考

19,868,000三井金属エンジニアリング株式会社
東北支店

辞　退株式会社フソウ東北支店

辞　退三機工業株式会社

株式会社協和エクシオ 辞　退

辞　退株式会社川崎技研



様式第７号（第１１条関係）

80.56%

新明和工業株式会社産機システム事業部
環境システム本部営業部

入札業者

（指名業者名）

（ 見積業者）

入札書記載金額

（ 見積書記載金額）

　指名審議会による。

以下余白

株式会社協和エクシオ

株式会社フソウ東北支店

日立造船株式会社東北支社

エスエヌ環境テクノロジー株式会社
東京支店

三機工業株式会社

辞　退

辞　退

34,000,000

辞　退

指名理由

（ 随契理由）

備　　　考

順位 第一回

平成２９年　４月２４日　執行
入札執行者

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　山﨑　勝弘

立会者
副 参 事　立花正実
次　　長　嶋澤直樹

 （見積執行者）

入　開　札　一　覧　表
（ 見積一覧表）

番 号 三環ク工　第２９－２１号

件 名 通風設備更新工事

工事場所
青森県三戸郡三戸町大字
斗内字上高間舘２３地内

予定価格
（消費税除き） ３５，９９５，０００円

①

辞　退

29,000,000 落　札

三井金属エンジニアリング株式会社
東北支店

株式会社高橋製作所

35,995,000

辞　退
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2,050,000

辞　退

60.48%

2,480,000

株式会社NJS青森出張所 2,480,000

株式会社環境技術研究所
東京支店

株式会社エイト日本技術開発
盛岡支店

株式会社日建技術コンサルタント
東北支社

以下余白

指名理由
　指名審議会による。

（ 随契理由）

辞　退

株式会社日本環境工学設計事務所 辞　退

株式会社オオバ東北・北支店 辞　退

株式会社環境施設コンサルタント 辞　退

① 1,500,000 落　札

株式会社日産技術コンサルタント
東京支社

件 名
三戸地区衛生センター

精密機能検査業務

業務場所
青森県三戸郡南部町大字相内
字屋敷久保１２１－８地内

予定価格
（消費税除き） ２，４８０，０００円

入札業者 入札書記載金額

備　　　考（指名業者名） （ 見積書記載金額）

（ 見積業者）
順位 第一回

平成２９年　４月２４日　執行
入札執行者

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　山﨑　勝弘

立会者
副 参 事　立花正実
次　　長　嶋澤直樹

 （見積執行者）

入　開　札　一　覧　表
（ 見積一覧表）

番 号 三環衛委　第２９－１１号

株式会社復建技術コンサルタント
青森支店

国際航業株式会社青森営業所 2,480,000

一般財団法人日本環境衛生センター 1,843,000

株式会社建設技術研究所
青森事務所 2,450,000

オリジナル設計株式会社
青森営業所 辞　退

日本水工設計株式会社
青森事務所 辞　退


