
様式第７号（第１１条関係）

平成３１年４月１８日　執行
入札執行者

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　下屋敷　国夫

立会者
主 　 幹　澤口　順一
主任主査  奥　  泰隆

（見積執行者）

入　開　札　一　覧　表
（見積一覧表）

番 号 三環ク委　第３１－１１号

件 名 各種分析ダイオキシン類等測定業務

業務場所

青森県三戸郡三戸町大字斗内字
上高間館２３
三戸地区クリーンセンター
青森県三戸郡田子町大字田子字
釜渕平地内
三戸地区不燃物埋立最終処分場

予定価格
（消費税除き）

４，０１５，０００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

株式会社県南環境 4,015,000

環境技術株式会社 辞　退

環境保全株式会社 ① 2,300,000 落　　札 57.28%

東北緑化環境保全株式会社
八戸支社 3,999,000

　ＭＣＣユニテック株式会社 3,740,800

株式会社産業公害・医学研究所
八戸分室 2,469,000

エヌエス環境株式会社
八戸営業所 3,939,000

株式会社環境工学 3,700,000

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）

辞　退

辞　退

辞　退

89.57%

3,070,000

業務場所
青森県三戸郡三戸町大字斗内字
上高間館２３
三戸地区クリーンセンター予定価格

（消費税除き）
　３，０７０，０００円

入札業者 入札書記載金額

備　　　考

3,070,000

辞　退

辞　退

指名理由

　株式会社環境施設コンサルタント

　株式会社日本環境工学設計事務所
　東北支社

　株式会社エイト日本技術開発
　盛岡支店

　株式会社環境技術研究所
　東京支店

株式会社日産技術コンサルタント
東北事務所 ① 2,750,000 落　　札

　株式会社日建技術コンサルタント
　東北支社

株式会社オオバ
東北・北支店

辞　退

辞　退

辞　退

　指名審議会による。
（随契理由）

　一般財団法人日本環境衛生センター 辞　退

（見積業者）
順位 第一回

株式会社日水コン
青森事務所

株式会社建設技術研究所
青森事務所

辞　退

株式会社三水コンサルタント
青森事務所

辞　退

国際航業株式会社
青森営業所

　株式会社ＮＪＳ
　青森出張所

辞　退
日本水工設計株式会社
青森事務所

株式会社復建技術コンサルタント
青森支店

日本工営株式会社
青森営業所

辞　退

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　下屋敷　国夫

立会者

（指名業者名） （見積書記載金額）

主 　 幹　澤口　順一
主任主査  奥　  泰隆

（見積執行者）

入　開　札　一　覧　表
（見積一覧表）

平成３１年４月１８日　執行
入札執行者

番 号 三環ク委　第３１－１４号

件 名 焼却施設精密機能検査業務
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　指名審議会による。
（随契理由）

藤崎産業株式会社 23,300 ① 落　　札 194.16%

株式会社清掃テクノサービス 12,000

以下余白

有限会社三戸清掃社 15,500

久保商会 21,800

株式会社遠藤商店 14,000

平成３１年４月１８日　執行
入札執行者

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　下屋敷　国夫

立会者
主 　 幹　澤口　順一
主任主査  奥　  泰隆

（見積執行者）

入　開　札　一　覧　表
（見積一覧表）

番 号 三環ク業　第３１－１５号

件 名 シュレッター鉄売却業務

引渡場所
青森県三戸郡三戸町大字斗内字
上高間館２３
三戸地区クリーンセンター予定価格

（消費税除き）
１２，０００円/ｔ

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）
第一回 第二回

指名理由



様式第７号（第１１条関係）

　指名審議会による。
（随契理由）

30,000

以下余白

株式会社清掃テクノサービス

備　　　考

株式会社遠藤商店 81,000 115.71%

藤崎産業株式会社 40,000

① 落　　札

平成３１年４月１８日　執行
入札執行者

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　下屋敷　国夫

入札業者 入札書記載金額

（指名業者名） （見積書記載金額）

（見積業者）
第一回 第二回

有限会社三戸清掃社 73,500

久保商会 77,000

立会者
主 　 幹　澤口　順一
主任主査  奥 　 泰隆

（見積執行者）

入　開　札　一　覧　表
（見積一覧表）

番 号 三環ク業　第３１－１６号

件 名 シュレッターアルミ売却業務

引渡場所
青森県三戸郡三戸町大字斗内字
上高間館２３
三戸地区クリーンセンター予定価格

（消費税除き）
７０，０００円/ｔ

指名理由



様式第７号（第１１条関係）

　指名審議会による。
（随契理由）

有限会社三戸清掃社 9,500

久保商会 辞　退

主 　 幹　澤口　順一
主任主査  奥 　 泰隆

（見積執行者）
平成３１年４月１８日　執行

入　開　札　一　覧　表
（見積一覧表）

番 号 三環ク業　第３１－１７号

入札執行者
三戸地区環境整備事務組合
事務局長　下屋敷　国夫

立会者

①

9,100

落　　札

入札書記載金額

指名理由

件 名 段ボール売却業務

引渡場所

株式会社清掃テクノサービス 7,000

株式会社遠藤商店

以下余白

青森県三戸郡三戸町大字斗内字
栗木沢４７
三戸地区資源物ストックヤード予定価格

（消費税除き）
７，０００円/ｔ

入札業者

備　　　考（指名業者名） （見積書記載金額）

（見積業者）
第一回 第二回

135.71%

藤崎産業株式会社 辞　退



様式第７号（第１１条関係）

211.42%

指名理由
　指名審議会による。

（随契理由）

藤崎産業株式会社 辞　退

株式会社清掃テクノサービス 10,000

以下余白

有限会社三戸清掃社 14,800 ① 落　　札

久保商会 辞　退

株式会社遠藤商店 14,000

件 名 新聞紙売却業務

引渡場所
青森県三戸郡三戸町大字斗内字
栗木沢４７
三戸地区資源物ストックヤード予定価格

（消費税除き）
７，０００円/ｔ

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）
第一回 第二回

平成３１年４月１８日　執行
入札執行者

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　下屋敷　国夫

立会者
主 　 幹　澤口　順一
主任主査  奥 　 泰隆

（見積執行者）

入　開　札　一　覧　表
（見積一覧表）

番 号 三環ク業　第３１－１８号



様式第７号（第１１条関係）

指名理由
　指名審議会による。

（随契理由）

51.00

48.00

以下余白

　東北化学薬品株式会社
　八戸支店 48.00

　木田株式会社八戸営業所 48.00

76.45%

　ナカノ農事株式会社

株式会社アケア 46.50

第一物産株式会社八戸支店 52.00

備　　　考（指名業者名） （見積書記載金額）

（見積業者）
第一回 第二回

株式会社東酸三戸出張所 47.00

立会者
主 　 幹　澤口　順一
主任主査  奥 　 泰隆

（見積執行者）

入　開　札　一　覧　表
（見積一覧表）

番 号 三環ク薬　第３１－２０号

件 名
平成３１年度薬品単価

（消石灰）

納入場所
青森県三戸郡三戸町大字斗内字
上高間館２３
三戸地区クリーンセンター予定価格

（消費税除き）
４８．００円/Kg

平成３１年４月１８日　執行
入札執行者

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　下屋敷　国夫

入札業者 入札書記載金額

橋爪商事株式会社三戸支店 36.70 ① 落　　札

東新化学株式会社 48.50

ハイプラ化成株式会社 48.00

株式会社高岡北上営業所
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52.00

株式会社高岡北上営業所 54.00

以下余白

52.00

東新化学株式会社 48.00 ① 落　　札 98.96%

　東北化学薬品株式会社
　八戸支店 51.00

55.00

第一物産株式会社八戸支店 53.00

51.00

橋爪商事株式会社三戸支店 52.00

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）
第一回 第二回

入札執行者
三戸地区環境整備事務組合
事務局長　下屋敷　国夫

立会者
主 　 幹　澤口　順一
主任主査  奥　  泰隆

（見積執行者）

入　開　札　一　覧　表
（見積一覧表）

番 号 三環衛薬　第３１－０９号

件 名
平成３１年度薬品単価

（ポリ鉄Ｇ）

納入場所
青森県三戸郡南部町大字相内字屋
敷久保１２１－８
三戸地区衛生センター予定価格

（消費税除き）
４８．５０円/Kg

平成３１年４月１８日　執行

入札業者

株式会社東酸三戸出張所

　ナカノ農事株式会社

株式会社アケア

　木田株式会社八戸営業所

指名理由
　指名審議会による。

（随契理由）
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指名理由
　指名審議会による。

（随契理由）

株式会社高岡北上営業所 39.00

以下余白

　東北化学薬品株式会社
　八戸支店 36.00

　木田株式会社八戸営業所 35.50

ハイプラ化成株式会社 43.00

株式会社アケア

第一物産株式会社八戸支店 36.00

東新化学株式会社 34.00

34.00

株式会社東酸三戸出張所 36.00

橋爪商事株式会社三戸支店 ①

　ナカノ農事株式会社 36.00

33.00 落　　札 89.18%

件 名
平成３１年度薬品単価
（苛性ソーダ２５％）

納入場所
青森県三戸郡南部町大字相内字屋
敷久保１２１－８
三戸地区衛生センター予定価格

（消費税除き）
３７．００円/Kg

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）
第一回 第二回

平成３１年４月１８日　執行
入札執行者

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　下屋敷　国夫

立会者
主 　 幹　澤口　順一
主任主査  奥　  泰隆

（見積執行者）

入　開　札　一　覧　表
（見積一覧表）

番 号 三環衛薬　第３１－１０号
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エヌエス環境株式会社
八戸営業所 765,000

以下余白

株式会社環境工学 710,000

環境保全株式会社

東北緑化環境保全株式会社
八戸支社 776,000

　ＭＣＣユニテック株式会社 751,850

株式会社産業公害・医学研究所
八戸分室 497,500

300,000① 落　　札 38.36%

782,000

環境技術株式会社 辞　退

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

入札執行者
三戸地区環境整備事務組合
事務局長　下屋敷　国夫

立会者
主 　 幹　澤口　順一
主任主査  奥　  泰隆

（見積執行者）

入　開　札　一　覧　表
（見積一覧表）

番 号 三環衛委　第３１－１２号

件 名 放流水水質分析測定業務

業務場所
青森県三戸郡南部町大字相内字
屋敷久保１２１－８
三戸地区衛生センター予定価格

（消費税除き）
７８２，０００円

平成３１年４月１８日　執行

入札業者

株式会社県南環境

指名理由
　指名審議会による。

（随契理由）


