
平成29年10月6日 第 6 回
設 計 額 入 札 額

（ 税 抜 き ） （ 税 抜 き ）

1 河川改良工事 馬居寺川 馬居寺 40,050,000    38,900,000    H30.3.23 石橋工業㈱ 指名競争入札

2 河川改良工事 堂川 日引 15,490,000    15,100,000    H30.3.16 ㈱籔本興業 指名競争入札

3 河川補修工事 宮ノ谷川他 難波江 4,620,000     4,480,000      H30.3.16 ㈲中嶋建設 指名競争入札

4 道路維持修繕工事(下期) 神野線他 神野他 13,020,000    12,650,000    H30.3.30 石橋工業㈱ 指名競争入札

5 敷地造成工事 若宮 18,370,000    17,850,000    H30.3.23 石橋工業㈱ 指名競争入札

6 橋梁補修工事 上車持線他 車持他 14,870,000    14,422,000    H30.3.23 ㈲新東工業 指名競争入札

7 町営住宅跡地ブロック塀改修工事 薗部 6,590,000     6,390,000      H30.2.23 ㈲中嶋建設 指名競争入札

8 防火水槽改修工事 関屋 11,640,000    11,289,000    H30.2.23 ㈲新東工業 指名競争入札

9 防火水槽改修工事 畑 9,920,000     9,670,000      H30.2.23 ㈱籔本興業 指名競争入札

10 妙見山登山道補修工事 宮崎 9,700,000     9,450,000      H30.3.16 石橋工業㈱ 指名競争入札

11 中山間地域総合整備事業（青郷内浦地区）
防火水槽設置工事

横津海 9,280,000     9,000,000      H30.3.16 石橋工業㈱ 指名競争入札

12
中山間地域総合整備事業（青郷内浦地区）
防火水槽設置工事

東三松 8,950,000     8,700,000      H30.3.16 石橋工業㈱ 指名競争入札

13 中山間地域総合整備事業（青郷内浦地区）
防火水槽設置工事

音海 8,440,000     8,230,001      H30.3.16 ㈱籔本興業 指名競争入札

14
中山間地域総合整備事業（青郷内浦地区）
防火水槽設置工事

六路谷 8,440,000     8,185,000      H30.3.16 ㈲新東工業 指名競争入札

15
県単小規模土地改良事業
坂田地区第１号工事（農業用用排水路改修）

坂田 4,570,000     4,420,000      H30.3.16 ㈲中嶋建設 指名競争入札

16 県単小規模土地改良事業
子生地区第１号工事（農業用用排水路改修）

子生 2,330,000     2,250,000      H30.3.16 ㈲中嶋建設 指名競争入札

17 高浜まちなか交流館改修工事 三明 26,270,000    25,700,000    H30.3.23 山惣ホーム㈱ 指名競争入札

18 文化会館１階トイレ改修工事 立石 16,992,000    16,600,000    H30.3.9 ㈱平川 指名競争入札

19 白浜公衆トイレバリアフリー化工事 薗部 10,670,000    10,349,000    H30.3.16 ㈱冨洋 指名競争入札

20 庁舎駐輪場整備工事 宮崎 6,072,000     5,920,000      H30.1.31 ㈲濱田美装社 指名競争入札

21 三松地区下水道接続工事 東三松 2,160,000     2,110,000      H30.3.26 ㈱平川 指名競争入札

22 高浜町せゝらぎランド（汚泥棟）活性炭他取替修繕 和田 3,870,000     3,290,000      H30.2.20 オルガノプラントサービス
（株）中部事業所

指名競争入札

23 漁村ゾーン活性化計画策定業務 塩土 ― 2,200,000      H30.3.16 京福コンサルタント㈱ 指名競争入札

24 城山・天王山遊歩道補修工事に伴う測量設計業務 事代 1,990,000     1,850,000      H30.3.16 富士測量設計㈱ 指名競争入札

25 城山法面対策測量調査設計業務 事代 6,360,000     6,000,000      H30.3.16 京福コンサルタント㈱ 指名競争入札

26 和田小学校旧プール跡地整備設計業務 和田 619,000       580,000        H29.11.15 京福コンサルタント㈱ 指名競争入札

27 和田地区雨水対策事業計画変更等業務 和田 ― 9,000,000      H30.3.23 ㈱ＮＪＳ福井出張所 指名競争入札

28 携帯型デジタルトランシーバー購入 宮崎他 ― 1,153,000      H30.1.31 大和電建（株）敦賀支店 指名競争入札

29 公衆無線LAN環境整備業務
事代・薗
部・和田

― 11,380,000    H30.3.23 西日本電信電話㈱福井
支店

指名競争入札

30 和田公民館備品購入（什器、事務用具、家電など） 和田 ― 9,850,000      H30.3.28 ㈱ラボ 指名競争入札

31 和田公民館備品購入（ブラインド・ステージ幕など） 和田 ― 2,670,000      H30.3.28 ㈱ラボ 指名競争入札

入 札 方 式工 期

入　札　結　果　一　覧　表

業 者 名地 係
番
号

工 事 （ 業 務 ） 名 路 線 名


