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工事名 場所
契約日
着工日
完成日

設計金額
（税抜き）

第１回
入札金額
（税抜き）

第２回
入札金額
（税抜き）

結果
契約金額
（税込み）

摘要

河野漁港第３船揚場機能保全工事 R4.6.7 45,210,000 44,300,000 指名競争

河野 R4.6.8 44,100,000 電子入札

R4.12.16 44,500,000

44,670,000

43,000,000 落札 47,300,000

44,700,000

44,530,000

44,800,000

44,600,000

44,580,000

令和４年度 史跡杣山城跡整備事業 居館跡整備工事 R4.6.7 39,410,000 38,700,000 指名競争

阿久和 R4.6.8 38,800,000 電子入札

R5.3.17 39,300,000

39,010,000

39,000,000

39,000,000

37,045,000

38,900,000

36,257,000 落札 39,882,700

辞退

道路トンネル補修工事（湯尾トンネル） R4.6.7 37,750,000 37,300,000 指名競争

湯尾 R4.6.8 37,200,000 電子入札

R4.11.30 37,200,000

37,190,000

37,100,000

37,400,000

辞退

33,068,000 落札 36,374,800

34,503,000

辞退

山田土木 株式会社 南越前営業所

山友建設 株式会社

　　以下余白

坂川建設 株式会社 南条本店

株式会社 坂川コーポレーション

株式会社 高野組 河野支店

大和建設 株式会社 南越前支店

南越建設工業 株式会社 南条営業所

株式会社 野崎工務店

山友建設 株式会社

　　以下余白

株式会社 Ｓ．Ｋ．Ｒ

株式会社 キヨエイビルド 河野支店

株式会社 坂川コーポレーション

株式会社 高野組 河野支店

大和建設 株式会社 南越前支店

南越建設工業 株式会社 南条営業所

株式会社 野崎工務店

山田土木 株式会社 南越前営業所

山友建設 株式会社

　　以下余白

株式会社 Ｓ．Ｋ．Ｒ

株式会社 キヨエイビルド 河野支店

坂川建設 株式会社 南条本店

株式会社 坂川コーポレーション

株式会社 高野組 河野支店

大和建設 株式会社 南越前支店

南越建設工業 株式会社 南条営業所

株式会社 野崎工務店

山田土木 株式会社 南越前営業所

入　札　結　果

業者名

株式会社 Ｓ．Ｋ．Ｒ

株式会社 キヨエイビルド 河野支店

坂川建設 株式会社 南条本店



工事名 場所
契約日
着工日
完成日

設計金額
（税抜き）

第１回
入札金額
（税抜き）

第２回
入札金額
（税抜き）

結果
契約金額
（税込み）

摘要業者名

町道上野東環状線消雪管路布設工事（その１） R4.6.7 16,780,000 16,500,000 指名競争

上野 R4.6.8 16,240,000 電子入札

R4.11.25 16,400,000

16,650,000

16,470,000

16,100,000 落札 17,710,000

町道上野東環状線消雪管路布設工事（その２） R4.6.7 19,390,000 18,800,000 指名競争

上野 R4.6.8 18,800,000 電子入札

R4.11.25 18,900,000

19,000,000

18,600,000 落札 20,460,000

18,650,000

令和４年度 土地改良施設機能補償工事 第⑤号路線 R4.6.7 19,550,000 19,350,000 指名競争

上平吹 R4.6.8 19,200,000 電子入札

R5.2.28 19,160,000

18,570,000

19,250,000

17,260,000 落札 18,986,000

17,280,000

19,300,000

17,507,000

19,300,000

株式会社 野崎工務店

山田土木 株式会社 南越前営業所

山友建設 株式会社

　　以下余白

株式会社 キヨエイビルド 河野支店

坂川建設 株式会社 南条本店

株式会社 坂川コーポレーション

株式会社 高野組 河野支店

大和建設 株式会社 南越前支店

南越建設工業 株式会社 南条営業所

株式会社 Ｓ．Ｋ．Ｒ

合同建設 株式会社

株式会社 坂川組

宅良振興 株式会社

南条木材 株式会社

日野産業 株式会社

　　以下余白

歌門建設 株式会社

株式会社 坂川組

宅良振興 株式会社

南条木材 株式会社

日野産業 株式会社

　　以下余白

歌門建設 株式会社

合同建設 株式会社



工事名 場所
契約日
着工日
完成日

設計金額
（税抜き）

第１回
入札金額
（税抜き）

第２回
入札金額
（税抜き）

結果
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（税込み）

摘要業者名

令和４年度 土地改良施設機能補償工事 第⑥号路線 R4.6.7 16,290,000 16,150,000 指名競争

上平吹 R4.6.8 16,030,000 電子入札

R5.2.28 15,900,000 落札 17,490,000

16,140,000

16,000,000

16,200,000

リトリートたくら コテージ修繕 R4.6.7 1,539,000 1,510,000 落札 1,661,000 指名競争

古木 R4.6.7 失格 電子入札

R4.7.15 辞退

1,540,000 無効

1,525,000

1,530,000

1,534,000

1,530,000

町道上野東環状線消雪取水施設整備工事 R4.6.7 39,520,000 39,000,000 指名競争

上野 R4.6.8 37,540,000 落札 41,294,000

R4.11.25 37,970,000

38,350,000

38,950,000

　　以下余白

上野ガス 株式会社

株式会社 サカエ設備

山光設備工業 有限会社

正光設備 株式会社

テラオライテック 株式会社

株式会社 野崎工務店

株式会社　渡辺住建

　　以下余白

有限会社 井上木材

株式会社 小林工務店

鯖波建設 株式会社

有限会社 寺尾製材所

南越建設工業 株式会社 南条営業所

南条木材 株式会社

　　以下余白

歌門建設 株式会社

合同建設 株式会社

株式会社 坂川組

宅良振興 株式会社

南条木材 株式会社

日野産業 株式会社



工事名 場所
契約日
着工日
完成日

設計金額
（税抜き）

第１回
入札金額
（税抜き）

第２回
入札金額
（税抜き）

結果
契約金額
（税込み）

摘要業者名

今庄の宿かねおり 宿泊棟系統吸収式冷温水器更新工事 R4.6.7 14,887,000 14,250,000 指名競争

今庄 R4.6.8 14,140,000 落札 15,554,000

R4.11.18 14,230,000

14,460,000

14,235,000

花はす温泉そまやま 調理場空調設備更新工事 R4.6.7 3,430,000 3,290,000 指名競争

中小屋 R4.6.8 3,360,000

R4.8.31 3,360,000

3,255,000 落札 3,580,500

3,300,000

0 M33.1.0 0 1,240,000 指名競争

0 M33.1.0 1,100,000 落札 1,210,000

M33.1.0 1,200,000 #DIV/0!

1,250,000

1,250,000

株式会社 東洋設計 福井支店

中日本建設コンサルタント 株式会社 福井事務所

株式会社 日水コン 福井事務所

　　以下余白

株式会社 国土開発センター 福井支店

株式会社 中央設計技術研究所 福井事務所

布川電気設備 有限会社

ライフ企画設備 有限会社

　　以下余白

株式会社 オクムラ機工

株式会社 サカエ設備

山光設備工業 有限会社

ライフ企画設備 有限会社

　　以下余白

株式会社 オクムラ機工

株式会社 サカエ設備

山光設備工業 有限会社

布川電気設備 有限会社


