
入　札　結　果　の　公　表
入札日： 平成28年04月22日

No 入　　札　　件　　名 場　　　所 落　札　者 落札金額 所　　　管 備　考

指名電子016 平成28年度　給配水管布設替工事（丸岡地区）下水関連第1工区 坂井市丸岡町大森　地係 （株）エフ・ユー機工 7,920,000 円 建設部　上下水道課

指名電子

015 平成28年度　給配水管布設替工事（丸岡地区）下水関連第5工区 坂井市丸岡町川上　地係 加島設備（有） 9,300,000 円 建設部　上下水道課 指名電子

014 平成28年度　給配水管布設替工事（丸岡地区）老朽管その1工区 坂井市丸岡町城北4丁目　地係 竹村設備工業（株） 17,460,000 円 建設部　上下水道課

指名電子

013 平成28年度　汚水管渠布設工事（丸岡処理区） その1工区 坂井市丸岡町　大森　地係 （有）月城組 10,450,000 円 建設部　上下水道課 指名電子

012 市道浜四郷33号線　道路改良工事 坂井市　三国町下野　地係 （有）オール企画村上 2,650,000 円 建設部　建設課

指名電子

011 春江保育所解体工事 坂井市春江町境　地係 （株）吉勝重建　丸岡支店 24,600,000 円
市民福祉部
子育て支援課

指名電子

010 丸岡地区コミュニティセンター改修工事設計業務 坂井市丸岡町霞　地係 （株）センボー建築事務所 2,300,000 円
総合政策部
まちづくり推進課

指名電子

009 三国・坂井地区コミュニティセンター改修工事設計業務 坂井市三国町加戸 外地係 （株）木村建築事務所 2,770,000 円
総合政策部
まちづくり推進課

指名電子

008 地籍調査事業業務委託（新保2） 坂井市三国町新保 地係 （株）サンワコン坂井支店 7,000,000 円
産業環境部
農業振興課地籍調査室

一般電子

007 平成28年度　汚水管渠布設工事（坂井処理区）その1工区 坂井市坂井町蔵垣内　地係 兵庫建設（株） 26,100,000 円 建設部　上下水道課 一般電子

006
平成28年度　汚水管渠布設工事（丸岡処理区）第3工区・その3工
区　合併工事

坂井市丸岡町山崎三ヶ　地係 丸岡土建（株） 29,000,000 円 建設部　上下水道課

一般電子

005
平成28年度　汚水管渠布設工事（丸岡処理区）第5工区・その5工
区　合併工事

坂井市丸岡町川上　地係 （株）筧組 36,100,000 円 建設部　上下水道課 一般電子

004 平成28年度　汚水管渠布設工事（丸岡処理区）その２工区 坂井市丸岡町舟寄 地係 （株）グリーンシェルター 36,510,000 円 建設部　上下水道課

一般電子

002 三国運動公園陸上競技場改修工事（建築）
坂井市三国町運動公園一丁目
地係

（株）クラップ 84,800,000 円
教育委員会
生涯学習スポーツ課

一般電子

001 三国運動公園健康管理センター改修工事（建築）
坂井市三国町運動公園一丁目
地係

三越建設工業（株） 159,900,000 円
教育委員会
生涯学習スポーツ課

※　落札金額は消費税抜きの金額とする。 坂井市　財務部　監理課
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指名032 プリンタートナー購入 坂井市坂井町下新庄　地係 （株）カイブング 615,000 円
総合政策部
企画情報課

指名

031 基幹系パソコン賃貸借 坂井市坂井町下新庄　地係 福井システムズ（株） 103,600 円
総合政策部
企画情報課

指名

030 平成28年度公用車リース 坂井市坂井町下新庄　地係
（株）トヨタレンタリース
福井

94,000 円 財務部　監理課

指名電子028 平成28年度 下水道路面復旧工事（丸岡処理区）その2工区 坂井市丸岡町　坪江　地係 （株）グリーンシェルター 2,930,000 円 建設部　上下水道課

指名電子

027 平成28年度 下水道路面復旧工事（丸岡処理区）その1工区
坂井市丸岡町　一本田福所　地
係

（株）グリーンシェルター 10,850,000 円 建設部　上下水道課 指名電子

026 長畝小学校・春江小学校電話設備更新工事 坂井市丸岡町松川　地係
西日本電信電話（株）　福
井支店

1,243,000 円
教育委員会
教育総務課

指名電子

025 兵庫のびのびクラブエアコン取付工事 坂井市坂井町上兵庫　地係 斉藤電気商会 1,949,000 円
市民福祉部
子育て支援課

指名電子

024 春江西あじさい児童クラブエアコン取付工事 坂井市春江町西太郎丸　地係 （有）柴原電機工業 3,870,000 円
市民福祉部
子育て支援課

指名電子

023 大石ゆり児童クラブエアコン取付工事 坂井市春江町上小森　地係 （有）森電機商会 3,900,000 円
市民福祉部
子育て支援課

指名電子

022 三国北学童クラブエアコン取付工事 坂井市三国町緑ヶ丘　地係 斉藤電気商会 1,195,000 円
市民福祉部
子育て支援課

指名電子

021 安島幼保園　遊戯室等空調機入替工事 坂井市三国町安島　地係 （有）石谷電機 4,840,000 円
市民福祉部
子育て支援課

指名電子

020 平成28年度　配水管布設工事（春江地区）その1工区 坂井市春江町 江留中 地係 （有）せきや水道社 2,030,000 円 建設部　上下水道課

指名電子

019 平成28年度　給配水管布設替工事（春江地区）老朽管その1工区
坂井市春江町為国西の宮　外地
係

（株）シンハル 14,500,000 円 建設部　上下水道課 指名電子

018 平成28年度　給配水管布設替工事（丸岡地区）老朽管その2工区 坂井市丸岡町上金屋　地係 石橋設備機工 2,390,000 円 建設部　上下水道課

017 平成28年度　給配水管布設替工事（丸岡地区）下水関連第3工区 坂井市丸岡町　山崎三ケ　地係 （有）高嶋設備工業 5,440,000 円 建設部　上下水道課 指名電子

※　落札金額は消費税抜きの金額とする。 坂井市　財務部　監理課
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指名038 丸岡・坂井地区コミュニティセンター消防設備点検保守業務 坂井市丸岡町上金屋 外 地係
第一防災（株）　坂井営業
所

45,800 円
総合政策部
まちづくり推進課

037 三国・春江地区コミュニティセンター等消防設備点検保守業務
坂井市三国町北本町二丁目外
地係

栄冠商事（株） 35,000 円
総合政策部
まちづくり推進課

指名

指名034 街路樹維持管理業務その2
坂井市三国町滝谷二丁目外　地
係

入札不調 建設部　建設課

033 街路樹維持管理業務その1
坂井市三国町緑ヶ丘四丁目外
地係

（株）清水植物園 3,750,000 円 建設部　建設課 指名

※　落札金額は消費税抜きの金額とする。 坂井市　財務部　監理課


