No.

委託者

受注 業務
年度 区分

受注業務の名称

1 石巻市

S51 ■ 湊雨水排水ポンプ場実施設計業務委託

2 石巻市

S51 ■ 住吉雨水ポンプ場(その1)実施設計業務委託

3 石巻市

S51 ■ 住吉雨水ポンプ場(その2)実施設計業務委託

4 石巻市

S51 ■ 住吉雨水ポンプ場(その3)実施設計業務委託

5 石巻市

S52 ■ 住吉雨水ポンプ場(その4)実施設計業務委託

6 石巻市

S54 ■ 雨水排水ポンプ場放流梁実施設計業務委託

7 石巻地区広域行政事務組合

H16 ■ 石巻広域東部衛生センター精密機能検査業務委託

8 石巻地区広域行政事務組合

H18 ■ 石巻広域西部衛生センター精密機能検査業務委託

9 石巻地区広域行政事務組合

H21 ■ 石巻広域クリーンセンター精密機能検査業務委託

10 石巻地区広域行政事務組合

H21 ■ 石巻広域西部衛生センター精密機能検査業務委託

11 石巻地区広域行政事務組合

H22 ■ 石巻広域東部衛生センター精密機能検査業務委託

12 石巻地区広域行政事務組合

H24 ■ 石巻広域西部衛生センター精密機能検査業務委託

13 石巻地区広域行政事務組合

H25 ■ 石巻広域東部衛生センター精密機能検査業務委託

14 石巻地区広域行政事務組合

H27 ■ 石巻広域西部衛生センター精密機能検査業務委託

15 石巻地区広域行政事務組合

H28 ■ 石巻広域東部衛生センター精密機能検査業務委託

16 岩沼市

S52 ■ 第3し尿処理場実施設計業務委託

17 岩沼市

H8 ■ 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託

18 大崎西部環境衛生組合

H9 ■

大崎西部環境衛生組合・玉造環境衛生事務組合 汚泥再生処理
センター整備基本計画策定及び環境影響評価業務委託

19 大崎西部環境衛生組合

H10 ■

汚泥再生処理センター(し尿処理施設)建設に伴う環境影響評価
業務委託

20 大崎西部環境衛生組合

H10 ■

大崎西部環境衛生組合・玉造環境衛生事務組合
汚泥再生処理センター整備計画書作成業務委託

21 大崎西部環境衛生組合

H11 ■

大崎西部環境衛生組合・玉造環境衛生事務組合
汚泥再生処理センター整備計画書修正業務委託

22 大崎西部環境衛生組合

H11 ■

大崎西部環境衛生組合・玉造環境衛生事務組合
汚泥再生処理センター基本設計業務委託

― 業務区分の凡例 ―
■：一般廃棄物処理基本計画、地域計画等関連業務
■：環境アセスメント等関連業務
■：ごみ処理・リサイクル等関連業務
■：し尿・汚泥再生処理センター等関連業務
■：最終処分場等関連業務
■：火葬場等関連業務
■：その他
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No.

委託者

受注 業務
年度 区分

受注業務の名称
(仮称)大崎広域中央一般廃棄物最終処分場整備に係る実施設計
業務委託

23 大崎地域広域行政事務組合

H22 ■

24 大崎東部衛生処理組合

S63 ■ ごみ焼却施設建設に係る計画書等作成業務委託

25 大崎東部衛生処理組合

H1 ■ 大崎東部衛生処理組合ごみ焼却施設建設工事施工監理業務委託

26 雄勝町

H2 ■ ごみ処理基本計画策定業務委託

27 雄勝町

H3 ■ 平成3年度ごみ処理施設建設に伴う見積設計図書審査業務委託

28 雄勝町

H3 ■ ごみ処理施設建設に伴う環境影響評価及び基本設計業務委託

29 雄勝町

H4 ■

平成4年度雄勝町ごみ焼却施設建設に伴う実施設計図書審査及び
工事監理業務委託

30 雄勝町

H4 ■

雄勝町一般廃棄物最終処分場建設に伴う環境影響評価(冬季)
業務委託

31 雄勝町

H4 ■

平成4年度雄勝町一般廃棄物最終処分場建設に伴う計画・調査
及び設計等作成業務委託

32 雄勝町

H5 ■ 平成5年度雄勝町廃棄物処理施設財産処分承認申請書作成業務委託

33 雄勝町

H5 ■ 雄勝町一般廃棄物最終処分場建設に係る工事監理業務委託

34 栗原地域広域行政事務組合

H4 ■ 一般廃棄物処理長期基本計画策定業務委託

35 栗原地域広域行政事務組合

H7 ■ 一般廃棄物長期基本計画の一部追加等業務委託

36 栗原地域広域行政事務組合

H7 ■ 最終処分場環境影響評価等業務委託

37 栗原地域広域行政事務組合

H8 ■

38 栗原地域広域行政事務組合

H8 ■ 一般廃棄物最終処分場建設に伴う実施設計等作成業務委託

39 栗原地域広域行政事務組合

H9 ■ 一般廃棄物最終処分場建設工事監理業務委託

平成8年度一般廃棄物最終処分場建設に伴う整備計画書の作成
業務委託

40 気仙沼地方衛生処理組合

H12 ■

ごみ焼却場生活環境影響調査及び排ガス高度処理施設
整備計画書等作成業務委託

41 気仙沼地方衛生処理組合

H13 ■

廃棄物処理施設排ガス高度処理施設整備工事並びに灰固形化施設
整備工事施工監理業務委託

42 財団法人宮城県環境事業公社

H12 ■ 平成12年度浸出水処理施設基本設計業務委託

43 塩釜地区環境組合

H19 ■ 平成19年度塩釜地区環境センター精密機能検査業務委託

44 塩釜地区環境組合

H19 ■ 平成19年度塩釜地区環境センター搬入量将来予測業務委託

― 業務区分の凡例 ―
■：一般廃棄物処理基本計画、地域計画等関連業務
■：環境アセスメント等関連業務
■：ごみ処理・リサイクル等関連業務
■：し尿・汚泥再生処理センター等関連業務
■：最終処分場等関連業務
■：火葬場等関連業務
■：その他
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No.

委託者

受注 業務
年度 区分

受注業務の名称

45 塩釜地区環境組合

H22 ■ 平成22年度塩釜地区環境センター精密機能検査業務委託

46 仙台市

S63 ■ 南蒲生し尿処理施設投入槽設計業務委託

47 仙台市

S63 ■ 南蒲生し尿処理施設調査業務委託

48 仙台市

H10 ■ 南蒲生環境センターし尿処理施設改造工事設計業務委託

49 仙台市

H22 ■ 仙台市葛岡工場精密機能検査業務委託

50 仙南地域広域行政事務組合

S60 ■

51 仙南地域広域行政事務組合

H6 ■

52 仙南地域広域行政事務組合

H6 ■ 角田斎苑(仮称)建設に係る環境影響評価業務委託(都市計含む)

53 玉造環境衛生事務組合

H4 ■ し尿処理施設整備計画基本構想策定業務委託

角田衛生センターし尿処理施設整備基本計画及び環境影響評価
調査等業務委託
角田斎苑(仮称)建設に係る環境影響評価業務委託
(都市計画決定図書作成含む)

54 富谷町

H16 ■ 平成16年度富谷町廃棄物埋立地閉鎖整備事業計画策定業務委託

55 富谷町

H18 ■ 平成18年度富谷町最終処分場埋設物等調査・観測業務委託

56 登米市

H20 ■ 可燃ごみ処理施設精密機能検査業務委託

57 名取市

H14 ■

58 名取市

H15 ■ 名取市一般廃棄物最終処分場適正閉鎖に伴う調査業務委託

59 名取市

H16 ■ 名取市一般廃棄物最終処分場適正閉鎖に伴う調査業務委託

60 宮城東部衛生処理組合

H21 ■ 平成21年度

ごみ焼却施設精密機能検査業務委託

61 宮城東部衛生処理組合

H27 ■ 平成27年度

ごみ焼却施設精密機能検査業務委託

62 六の国環境衛生組合

H12 ■ ごみ処理施設整備計画策定業務委託

63 六の国環境衛生組合

H12 ■

64 六の国環境衛生組合

H12 ■ 六の国汚泥再生処理センター(仮称)建設工事監理業務委託

65 六の国環境衛生組合

玉造クリーンセンター排ガス高度処理施設整備工事・玉造クリー
H13 ■ ンセンター灰固形化施設整備工事及び加美クリーンセンター排ガ
ス高度処理施設整備工事の監理業務委託

名取市一般廃棄物最終処分場適正閉鎖事業に伴う調査計画
業務委託

六の国環境衛生組合汚泥再生処理センター建設工事見積設計図書
審査業務委託

― 業務区分の凡例 ―
■：一般廃棄物処理基本計画、地域計画等関連業務
■：環境アセスメント等関連業務
■：ごみ処理・リサイクル等関連業務
■：し尿・汚泥再生処理センター等関連業務
■：最終処分場等関連業務
■：火葬場等関連業務
■：その他
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日本環境工学設計事務所
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委託者

受注 業務
年度 区分

受注業務の名称

66 六の国環境衛生組合

H15 ■ 最終処分場機能調査業務委託

67 六の国環境衛生組合

H16 ■ 精密機能検査業務委託

68 亘理町

S48 ■ 亘理町塵芥焼却炉(準機械炉)実施設計業務委託

69 亘理名取共立衛生処理組合

H16 ■ 岩沼清掃センター焼却施設財産処分承認申請書作成業務委託

70 亘理名取共立衛生処理組合

H17 ■

71 亘理名取共立衛生処理組合

H17 ■ 岩沼清掃センターごみ焼却施設解体撤去工事監理業務委託

72 亘理名取共立衛生処理組合

H18 ■ 岩沼清掃センターストックヤード新築工事監理業務委託

73 亘理名取共立衛生処理組合

H19 ■

74 亘理名取共立衛生処理組合

H20 ■ 平成20年度岩沼一般廃棄物最終処分場2期工事施工監理業務委託

75 亘理名取共立衛生処理組合

H20 ■

76 亘理名取共立衛生処理組合

H23 ■ 浄化センター地盤液状化調査検討業務委託

77 亘理名取共立衛生処理組合

H24 ■

78 亘理名取共立衛生処理組合

H24 ■ 浄化センター災害復旧修繕施工監理業務委託

79 亘理名取共立衛生処理組合

H25 ■ 新ごみ処理施設建設工事に伴う設計施工監理等業務委託

80 亘理名取共立衛生処理組合

H26 ■ 市道下野郷藤曽根線改良工事実施設計変更業務委託

81 亘理名取共立衛生処理組合

H28 ■ 名取クリーンセンター解体工事に伴う調査及び設計業務委託

82 亘理名取共立衛生処理組合

H29 ■ 名取クリーンセンター解体工事に伴う施工監理業務委託

岩沼清掃センター廃棄物再生利用施設(ストックヤード)整備事業
業務委託

亘理名取共立衛生処理組合一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定
業務委託

平成20年度岩沼一般廃棄物最終処分場2期工事変更設計書作成
業務委託

新一般廃棄物処理施設整備事業に係る工事発注仕様書等作成
業務委託

― 業務区分の凡例 ―
■：一般廃棄物処理基本計画、地域計画等関連業務
■：環境アセスメント等関連業務
■：ごみ処理・リサイクル等関連業務
■：し尿・汚泥再生処理センター等関連業務
■：最終処分場等関連業務
■：火葬場等関連業務
■：その他
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