
入　札　結　果　の　公　表
入札日： 令和 4年 8月17日

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

135 市営住宅消防設備点検業務 坂井市内一円
三国エルピーガス販売協同組
合

1,400,000 円 建設部　都市計画課 指名

136 令和4年度汚水管渠調査業務（三国処理区）
坂井市三国町運動公園一丁目
外　地係

入札不調 建設部　上下水道課 指名

137 道路路面清掃業務 坂井市内一円 入札不調 建設部　建設課 指名

138 みくに龍翔館大判プリンター賃貸借及び保守業務
坂井市三国町緑ケ丘四丁目　地
係

（株）吉川隆文堂 7,600 円 みくに龍翔館 指名

139 窓口対応用セミセルフレジ及び自動つり銭機購入 坂井市坂井町下新庄　外　地係 不成立
生活環境部　市民生
活課

指名

141 凍結防止剤散布車(乾式 4t級)購入 坂井市坂井町下新庄　地係 北陸川崎産業（株） 19,400,000 円 建設部　建設課 指名

142 愛宕団地5号棟新築工事（建築） 坂井市丸岡町愛宕　地係
マツケン工業（株）・奥村建設工業
（株）　特定建設工事共同企業体 816,000,000 円 建設部　都市計画課 一般電子

143 愛宕団地5号棟新築工事（電気） 坂井市丸岡町愛宕　地係
上野電機（株）坂井支店・（有）北
電機商会　特定建設工事共同企業体 102,000,000 円 建設部　都市計画課 一般電子

144 愛宕団地5号棟新築工事（機械） 坂井市丸岡町愛宕　地係
（株）三和商会・北山設備（株）
特定建設工事共同企業体 157,000,000 円 建設部　都市計画課 一般電子

145 道路メンテナンス事業　平岩橋　補修工事 坂井市丸岡町山口　地係 （株）カケヒ 19,760,000 円 建設部　建設課 一般電子

146 林道河内～南谷線他橋梁補修工事 坂井市丸岡町上竹田　外　地係 （株）大森組 13,350,000 円
産業政策部　林業水
産振興課

一般電子

147 市道大坪吉政線　道路改良工事 坂井市丸岡町長崎　地係 （株）森土建 20,850,000 円 建設部　建設課 一般電子

148
農村振興総合整備統合補助事業　坂井東部地区　農業用排水施設整
備工事その1

坂井市丸岡町北横地　地係 （株）松浦組 23,120,000 円
産業政策部　農業振
興課

一般電子

149 農村振興総合整備統合補助事業　区画整理工事その4 坂井市坂井町長屋　地係 （株）佐藤土建 18,450,000 円
産業政策部　農業振
興課

一般電子

150 令和4年度マンホールポンプ場改築工事（三国処理区）第1工区 坂井市三国町山岸　地係 （株）三和商会 10,600,000 円 建設部　上下水道課 一般電子

※　落札金額は消費税抜きの金額とする。
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151 令和4年度マンホールポンプ場改築工事（三国処理区）第2工区 坂井市三国町崎　地係 （株）三和商会 13,700,000 円 建設部　上下水道課 一般電子

152 令和4年度マンホールポンプ場改築工事（坂井処理区）第1工区 坂井市坂井町下兵庫　外　地係 荏原商事（株）　福井支店 14,200,000 円 建設部　上下水道課 一般電子

153 坂井地域交流センター「いねす」空調設備改修工事 坂井市坂井町蔵垣内　地係 （有）小向設備工業 24,840,000 円
産業政策部　農業振
興課

一般電子

155 市道三国50号線　道路改良事業　測量設計地質調査業務
坂井市三国町宿二丁目　外　地
係

（株）サンワコン　坂井支店 15,497,000 円 建設部　建設課 指名電子

156 坂井市路面性状調査業務 坂井市内一円 国際航業（株）　福井営業所 11,100,000 円 建設部　建設課 指名電子

157 市道松川女形谷線　道路改良工事 坂井市丸岡町八ケ郷　地係 （有）藤倉組 3,630,000 円 建設部　建設課 指名電子

158 林道河内～南谷線改良工事 坂井市丸岡町上竹田　地係 （有）月城組 5,100,000 円
産業政策部　林業水
産振興課

指名電子

159 林道大滝線改良工事 坂井市丸岡町山崎三ケ　地係 甲斐建設工業（株） 2,100,000 円
産業政策部　林業水
産振興課

指名電子

160 道路メンテナンス事業　上久米田側道橋　補修工事 坂井市丸岡町上久米田　地係 （株）カケヒ 6,140,000 円 建設部　建設課 指名電子

161 道路メンテナンス事業　丸岡25号橋　補修工事 坂井市丸岡町小黒　地係 和宏建設（株） 6,230,000 円 建設部　建設課 指名電子

162 市道春日野・藤鷲塚線　道路改良工事 坂井市春江町藤鷲塚　地係 （有）加納組 5,550,000 円 建設部　建設課 指名電子

163 市道春江新町12号線　道路改良工事 坂井市春江町江留上錦　地係 （株）光翔 2,040,000 円 建設部　建設課 指名電子

164 江留上改良団地擁壁設置工事 坂井市春江町江留上大和　地係 （有）仁栄工建 4,250,000 円 建設部　都市計画課 指名電子

165 令和4年度汚水管渠布設工事（春江処理区）その1工区 坂井市春江町藤鷲塚　地係 （有）加納組 6,500,000 円 建設部　上下水道課 指名電子

166 市道下新庄3号線　道路改良工事 坂井市坂井町下新庄　地係 五十嵐組 3,760,000 円 建設部　建設課 指名電子

※　落札金額は消費税抜きの金額とする。
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167 市道霞ケ丘5号線外　道路舗装工事
坂井市丸岡町霞ケ丘1丁目　外
地係

（株）レイホク 1,900,000 円 建設部　建設課 指名電子

168 令和4年度下水道路面復旧工事（春江処理区）その1工区 坂井市春江町中筋　地係 （株）アーツ 5,600,000 円 建設部　上下水道課 指名電子

169
丸岡竹田農業集落排水処理施設　No2自動微細目スクリーン修繕工
事

坂井市丸岡町山竹田　地係
（株）クォードコーポレー
ション

1,680,000 円 建設部　上下水道課 指名電子

170 令和4年度マンホールポンプ場改築工事（春江処理区）第1工区 坂井市春江町江留中　地係 （株）シンハル 5,510,000 円 建設部　上下水道課 指名電子

171 愛宕団地3号棟屋上防水改修工事 坂井市丸岡町愛宕　地係 （有）衣川塗工 3,490,000 円 建設部　都市計画課 指名電子

172 春江水泳プール解体工事 坂井市春江町西太郎丸　地係 （株）川健土木 6,880,000 円
教育委員会　生涯学
習スポーツ課

指名電子

※　落札金額は消費税抜きの金額とする。


