
様式第７号（第１１条関係）

予定価格
（消費税除き）

４，０００円／ｔ

備　　　考

入札書記載金額

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

順位 第一回

久保商会

株式会社清掃テクノサービス

以下余白

35,000有限会社三戸清掃社

株式会社遠藤商店 27,000

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　嶋澤　直樹

877.50%

立会者
主任主査　諏訪内　敬
主任主査　奥　　泰隆

入　開　札　一　覧　表

令和３年４月１９日　執行

番 号 三環ク売　第３－０１号

件 名 シュレッター鉄売却業務

20,000

① 35,100 落　　札

入札執行者

入札業者（指名業者名）

指名理由 　（この欄は設計金額が１３０万円を超える建設工事の場合に記入する。）



様式第７号（第１１条関係）

久保商会 ①

60,000株式会社清掃テクノサービス

93,000

102,000 落　　札 566.67%

有限会社三戸清掃社 63,000

株式会社遠藤商店

第一回

以下余白

入札執行者令和３年４月１９日　執行
三戸地区環境整備事務組合
事務局長　嶋澤　直樹

立会者
主任主査　諏訪内　敬
主任主査　奥　　泰隆

入　開　札　一　覧　表

備　　　考

順位

指名理由 　（この欄は設計金額が１３０万円を超える建設工事の場合に記入する。）

番 号 三環ク売　第３－０２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地内
三戸地区クリーンセンター予定価格

（消費税除き）
１８，０００円／ｔ

入札業者（指名業者名）

入札書記載金額



様式第７号（第１１条関係）

入札執行者

入札業者（指名業者名）

入札書記載金額

株式会社東酸三戸出張所 51.00

50.80

① 50.00 落　　札 98.04%

東新化学株式会社

令和３年４月１９日　執行

備　　　考

橋爪商事株式会社三戸支店

主任主査　諏訪内　敬
主任主査　奥　　泰隆

入　開　札　一　覧　表

番 号 三環ク薬　第３－０１号

件 名 令和２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地内
三戸地区クリーンセンター予定価格

（消費税除き）
５１円／㎏

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　嶋澤　直樹

順位 第一回

立会者

55.00

株式会社環境工学 52.00

以下余白

木田株式会社八戸営業所 52.00

ハイプラ化成株式会社 辞　退

株式会社高岡北上営業所

指名理由 　（この欄は設計金額が１３０万円を超える建設工事の場合に記入する。）

52.00

ナカノ農事株式会社 55.00

第一物産株式会社八戸支店 53.00

株式会社アケア

奥羽特装販売株式会社

株式会社ＭＫエンジニアリング 辞　退

東北化学薬品株式会社八戸支店 53.00

51.50



様式第７号（第１１条関係）

　（この欄は設計金額が１３０万円を超える建設工事の場合に記入する。）

1,903,000

1,950,000

辞　退

1,460,000

辞　退
コマツカスタマーサポート株式会
社東北カンパニー八戸支店

ロジスネクスト東北株式会社八戸
第一支店

順位 第一回

奥羽特装販売株式会社

日本キャタピラージャパン合同会
社八戸営業所

以下余白

件 名 フォークリフト購入業務

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

（消費税除き）
３，０９７，５００円

主任主査　諏訪内　敬
主任主査　奥　　泰隆

令和３年４月１９日　執行

入　開　札　一　覧　表

番 号 三環衛委　第３－０１号

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　嶋澤　直樹

立会者

備　　　考

入札執行者

入札業者（指名業者名）

入札書記載金額

指名理由

① 落　　札 47.13%

トヨタＬ＆Ｆ青森株式会社八戸営
業所



様式第７号（第１１条関係）

株式会社東酸三戸出張所 51.00

備　　　考

順位 第一回

５１．５０円／ｋｇ

入札業者（指名業者名）

入札書記載金額

52.00

木田株式会社八戸営業所

辞　退

橋爪商事株式会社三戸支店 52.00

ナカノ農事株式会社

ハイプラ化成株式会社

株式会社高岡北上営業所

53.00

株式会社ＭＫエンジニアリング 辞　退

以下余白

　（この欄は設計金額が１３０万円を超える建設工事の場合に記入する。）

東北化学薬品株式会社八戸支店 51.00

東新化学株式会社 ① 48.00 落　　札 93.20%

株式会社アケア 51.00

件 名 令和３年度薬品単価（ポリテツ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地内
三戸地区衛生センター

入　開　札　一　覧　表

番 号 三環衛薬　第３－０１号

入札執行者令和３年４月１９日　執行
三戸地区環境整備事務組合
事務局長　嶋澤　直樹

立会者
主任主査　諏訪内　敬
主任主査　奥　　泰隆

予定価格
（消費税除き）

以下余白

指名理由

株式会社環境工学 50.00

第一物産株式会社八戸支店 53.00

52.00



様式第７号（第１１条関係）

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

備　　　考

順位 第一回

予定価格
（消費税除き）

３７円／㎏

株式会社東酸三戸出張所

入札業者（指名業者名）

ハイプラ化成株式会社

ナカノ農事株式会社

辞　退

株式会社高岡北上営業所 38.00

木田株式会社八戸営業所 34.50

株式会社ＭＫエンジニアリング

以下余白

　（この欄は設計金額が１３０万円を超える建設工事の場合に記入する。）

東北化学薬品株式会社八戸支店 37.00

36.00

落　　札 90.54%

東新化学株式会社 34.00

株式会社アケア

入札書記載金額

主任主査　諏訪内　敬
主任主査　奥　　泰隆

入　開　札　一　覧　表

番 号 三環衛薬　第３－０２号

令和３年４月１９日　執行
三戸地区環境整備事務組合
事務局長　嶋澤　直樹

入札執行者 立会者

件 名 令和３年度薬品単価（苛性ソーダ）

指名理由

辞　退

株式会社環境工学 38.00

第一物産株式会社八戸支店

橋爪商事株式会社三戸支店 ① 33.50

38.00

37.00

37.00



様式第７号（第１１条関係）

株式会社ＭＫエンジニアリング 辞　退

指名理由 　（この欄は設計金額が１３０万円を超える建設工事の場合に記入する。）

木田株式会社八戸営業所 800.00

ハイプラ化成株式会社 辞　退

株式会社高岡北上営業所 820.00

東新化学株式会社 750.00

東北化学薬品株式会社八戸支店 ① 742.00 落　　札

株式会社環境工学 820.00

第一物産株式会社八戸支店 880.00

株式会社アケア 辞　退

橋爪商事株式会社三戸支店 780.00

ナカノ農事株式会社 790.00

入札業者（指名業者名）

入札書記載金額

備　　　考

順位 第一回

株式会社東酸三戸出張所 785.00

令和３年４月１９日　執行 入札執行者
三戸地区環境整備事務組合
事務局長　嶋澤　直樹

立会者
主任主査　諏訪内　敬
主任主査　奥　　泰隆

入　開　札　一　覧　表

番 号 三環衛薬　第３－０３号

件 名 令和３年度薬品単価（消泡剤）

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

（消費税除き）
８６０円／ｋｇ

以下余白

86.28%



様式第７号（第１１条関係）

指名理由 　（この欄は設計金額が１３０万円を超える建設工事の場合に記入する。）

ハイプラ化成株式会社 辞　退

株式会社高岡北上営業所 1,250

株式会社ＭＫエンジニアリング 辞　退

977

株式会社環境工学 1,100

木田株式会社八戸営業所 1,100

第一物産株式会社八戸支店 1,260

株式会社アケア 辞　退

備　　　考

順位 第一回

株式会社東酸三戸出張所 995

三戸地区環境整備事務組合
事務局長　嶋澤　直樹

立会者
主任主査　諏訪内　敬
主任主査　奥　　泰隆

入　開　札　一　覧　表

番 号 三環衛薬　第３－０４号

件 名 令和３年度薬品単価（高分子凝集剤）

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

（消費税除き）
１，０３０円／ｋｇ

令和３年４月１９日　執行 入札執行者

入札業者（指名業者名）

入札書記載金額

橋爪商事株式会社三戸支店 1,000

ナカノ農事株式会社 1,100

東新化学株式会社 ① 975 落　　札

東北化学薬品株式会社八戸支店

以下余白

94.66%



様式第７号（第１１条関係）

指名理由 　（この欄は設計金額が１３０万円を超える建設工事の場合に記入する。）

848,000

環境保全株式会社 ① 300,000 落　　札 34.09%

以下余白

750,000

東北緑化環境保全株式会社八戸支
社

株式会社産業公害医学研究所八戸
分室

391,000

主任主査　諏訪内　敬
主任主査　奥　　泰隆

入　開　札　一　覧　表

番 号 三環衛委　第３－０２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地内
三戸地区衛生センター予定価格

（消費税除き）
８８０，０００円

令和３年４月１９日　執行 入札執行者
三戸地区環境整備事務組合
事務局長　嶋澤　直樹

立会者

入札業者（指名業者名）

入札書記載金額

備　　　考

順位 第一回

株式会社県南環境 780,000

株式会社新菱　八戸工場 804,000

株式会社環境工学


