
 

入札結果一覧表 

（閲 覧 用） 

入札書締切執行日 平成３１年３月２０日 落札決定日 平成３１年３月２６日 

開札執行 

日  時 

３１年３月２２日 

９時４０分 
場 所 

九頭竜川浄化センター管理本館 

３０２会議室 

件 名 平成３１年度水質試験 
入札執行者 事務局長事務取扱 中村和弘 

入札立会者 次長 竹内 孝治 

設計額 

（税抜） 

 ７，５８１，６００円 

（７，０２０，０００円） 

予定価格（税抜） ７，０２０，０００円 

最低制限価格（税

抜） 
－ 

履行場所 
坂井市三国町池見外地係 

九頭竜川浄化センター 外 
契約方法 

制限付一般競争入札 

事後審査型 

入札結果（千円） 入札参加者 

番号 第１回  決定事項 商号、名称 

１ ６，６００   ㈱エオネックス福井営業所 

２ ３，９９０ 

落札候補者 

 入札参加資格審査

により落札 

㈱コーワ 

３ ６，６００   ㈱福井環境分析センター  

４ ６，５００   福井県環境保全協業組合  

５ ６，５８０   ㈱北陸環境科学研究所  

６ 以  下  余  白  

７     

８     

９     

１０     

１１     

１２     

１３     

１４     

１５     

 １６     



入札結果一覧表 

（閲 覧 用） 

入札書締切執行日 平成３１年３月２０日 落札決定日 平成３１年３月２６日 

開札執行 

日  時 

３１年３月２２日 

９時５０分 
場 所 

九頭竜川浄化センター管理本館 

３０２会議室 

件 名 平成３１年度臭気調査 
入札執行者 事務局長事務取扱 中村和弘 

入札立会者 次長 竹内 孝治 

設計額 

（税抜） 

 ２，８４０，４００円 

（２，６３０，０００円） 

予定価格（税抜） ２，６３０，０００円 

最低制限価格（税

抜） 
－ 

履行場所 
坂井市三国町池見外地係 

九頭竜川浄化センター 外 
契約方法 

制限付一般競争入札 

事後審査型 

入札結果（千円） 入札参加者 

番号 第１回  決定事項 商号、名称 

１ ２，４６０   ㈱エオネックス福井営業所 

２  ２，４００   ㈱福井環境分析センター 

３ ２，４２０   福井県環境保全協業組合 

４ ２，３５０ 

落札候補者 

 入札参加資格審査

により落札 

㈱北陸環境科学研究所 

５ 以  下  余  白   

６     

７     

８     

９     

１０     

１１     

１２     

１３     

１４     

１５     

 １６     



入札結果一覧表 

（閲 覧 用） 

入札書締切執行日 平成３１年３月２０日 落札決定日 平成３１年３月２６日 

開札執行 

日  時 

３１年３月２２日 

１０時００分 
場 所 

九頭竜川浄化センター管理本館 

３０２会議室 

件 名 平成３１年度緊急時汚水移送業務委託 
入札執行者 事務局長事務取扱 中村和弘 

入札立会者 次長 竹内 孝治 

設計額 

（税抜） 

 １，９４４，０００円 

（強力吸引車 4t 24,300 円、強力吸引車４t 夜間 31,428 円 

強力吸引車 10t 43,740 円、強力吸引車 10t 夜間 54,756 円 

交通誘導警備員Ａ 28,728 円、交通誘導警備員Ａ夜間 43,092 円 

交通誘導警備員 B 25,272 円、交通誘導警備員 B 夜間 37,908 円 

待機補償費 強力吸引車 4t 14,796 円、待機補償費 強力吸引車 4t 

夜間 19,116 円、待機補償費 強力吸引車 10t 26,676 円、待機補償

費 強力吸引車 10t 夜間 33,372 円） 

（１，８００，０００円） 

（強力吸引車 4t 22,500 円、強力吸引車４t 夜間 29,100 円 

強力吸引車 10t 40,500 円、強力吸引車 10t 夜間 50,700 円 

交通誘導警備員Ａ 26,600 円、交通誘導警備員Ａ夜間 39,900 円 

交通誘導警備員 B 23,400 円、交通誘導警備員 B 夜間 35,100 円 

待機補償費 強力吸引車 4t 13,700 円、待機補償費 強力吸引車 4t 

夜間 17,700 円、待機補償費 強力吸引車 10t 24,700 円、待機補償

費 強力吸引車 10t 夜間 30,900 円） 

 

予定価格 

（税抜） 

１，８００，０００円 

（強力吸引車 4t 22,500 円、強力吸

引車４t 夜間 29,100 円 

強力吸引車 10t 40,500 円、強力吸

引車 10t 夜間 50,700 円 

交通誘導警備員Ａ 26,600 円、交通

誘導警備員Ａ夜間 39,900 円 

交通誘導警備員 B 23,400 円、交通

誘導警備員 B 夜間 35,100 円 

待機補償費 強力吸引車 4t 13,700

円、待機補償費 強力吸引車 4t  

夜間 17,700 円、待機補償費 強力

吸引車 10t 24,700 円、待機補償費 

強力吸引車 10t 夜間 30,900 円） 

最低制限価格 

（税抜） 
－ 

履行場所 九頭竜川流域下水道全域 契約方法 
制限付一般競争入札 

事後審査型 

入札結果（円） 入札参加者 

番号 第１回  決定事項 商号、名称 

１ １，７０８，０００  入札参加資格審査に

より落札 

㈱キープクリーン 

２ １，７６１，０００   ㈱三和商会 

３ １，７４８，０００   ㈱成和建設 



４ １，７２８，０００   東洋地工㈱ 

５ １，７６４，５００   ㈱ニシデ・コンストラクション 

６ １，７３７，０００   西村建設㈱ 

７ １，７５０，０００   鷲吉建設㈱ 

８ 以  下  余  白  

 

 

 

 

 

緊急時汚水移送業務委託 入札額内訳 第１回 

１ 1,708,000 円（強力吸引車 4t 21,500 円、強力吸引車 4t 夜間 24,800 円） 

（強力吸引車 10t 40,500 円、強力吸引車 10t 夜間 46,600 円） 

（交通誘導警備員 A 20,200 円、交通誘導警備員 A 夜間 28,100 円） 

（交通誘導警備員 B 17,800 円、交通誘導警備員 B 夜間 24,700 円） 

（待機補償費 強力吸引車 4t 12,900 円、待機補償費 強力吸引車 10t 14,800 円） 

（待機補償費 強力吸引車 4t 夜間 24,300 円、待機補償費 強力吸引車 10t 夜間 28,000 円） 

２ 1,761,000 円（強力吸引車 4t 22,500 円、強力吸引車 4t 夜間 25,500 円） 

（強力吸引車 10t 41,500 円、強力吸引車 10t 夜間 47,500 円） 

（交通誘導警備員 A 20,400 円、交通誘導警備員 A 夜間 29,600 円） 

（交通誘導警備員 B 18,000 円、交通誘導警備員 B 夜間 26,100 円） 

（待機補償費 強力吸引車 4t 13,500 円、待機補償費 強力吸引車 10t 15,300 円） 

（待機補償費 強力吸引車 4t 夜間 24,900 円、待機補償費 強力吸引車 10t 夜間 28,500 円） 

３ 1,748,000 円（強力吸引車 4t 22,000 円、強力吸引車 4t 夜間 25,000 円） 

（強力吸引車 10t 41,000 円、強力吸引車 10t 夜間 47,100 円） 

（交通誘導警備員 A 20,600 円、交通誘導警備員 A 夜間 29,000 円） 

（交通誘導警備員 B 18,200 円、交通誘導警備員 B 夜間 25,600 円） 

（待機補償費 強力吸引車 4t 14,300 円、待機補償費 強力吸引車 10t 16,200 円） 

（待機補償費 強力吸引車 4t 夜間 26,600 円、待機補償費 強力吸引車 10t 夜間 30,600 円） 

４ 1,728,000 円（強力吸引車 4t 22,000 円、強力吸引車 4t 夜間 25,000 円） 

（強力吸引車 10t 40,800 円、強力吸引車 10t 夜間 46,800 円） 

（交通誘導警備員 A 20,500 円、交通誘導警備員 A 夜間 28,500 円） 

（交通誘導警備員 B 18,000 円、交通誘導警備員 B 夜間 25,000 円） 

（待機補償費 強力吸引車 4t 13,000 円、待機補償費 強力吸引車 10t 15,000 円） 

（待機補償費 強力吸引車 4t 夜間 24,500 円、待機補償費 強力吸引車 10t 夜間 28,200 円） 



５ 1,764,500 円（強力吸引車 4t 22,500 円、強力吸引車 4t 夜間 25,000 円） 

（強力吸引車 10t 41,500 円、強力吸引車 10t 夜間 47,000 円） 

（交通誘導警備員 A 21,000 円、交通誘導警備員 A 夜間 30,000 円） 

（交通誘導警備員 B 18,500 円、交通誘導警備員 B 夜間 26,400 円） 

（待機補償費 強力吸引車 4t 14,000 円、待機補償費 強力吸引車 10t 15,600 円） 

（待機補償費 強力吸引車 4t 夜間 25,900 円、待機補償費 強力吸引車 10t 夜間 29,300 円） 

６ 1,737,000 円（強力吸引車 4t 22,000 円、強力吸引車 4t 夜間 25,000 円） 

（強力吸引車 10t 41,000 円、強力吸引車 10t 夜間 47,100 円） 

（交通誘導警備員 A 20,500 円、交通誘導警備員 A 夜間 29,000 円） 

（交通誘導警備員 B 18,000 円、交通誘導警備員 B 夜間 25,500 円） 

（待機補償費 強力吸引車 4t 13,500 円、待機補償費 強力吸引車 10t 15,500 円） 

（待機補償費 強力吸引車 4t 夜間 25,000 円、待機補償費 強力吸引車 10t 夜間 28,500 円） 

７ 1,750,000 円（強力吸引車 4t 22,200 円、強力吸引車 4t 夜間 25,500 円） 

（強力吸引車 10t 41,200 円、強力吸引車 10t 夜間 47,300 円） 

（交通誘導警備員 A 21,500 円、交通誘導警備員 A 夜間 29,900 円） 

（交通誘導警備員 B 19,000 円、交通誘導警備員 B 夜間 26,300 円） 

（待機補償費 強力吸引車 4t 13300 円、待機補償費 強力吸引車 10t 15,300 円） 

（待機補償費 強力吸引車 4t 夜間 24,700 円、待機補償費 強力吸引車 10t 夜間 28,300 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入札結果一覧表 

（閲 覧 用） 

入札書締切執行日 平成３１年３月２５日 落札決定日 平成３１年３月２６日 

開札執行 

日  時 

３１年３月２６日 

１０時００分 
場 所 

九頭竜川浄化センター管理本館 

３０２会議室 

件 名 
平成３１年度九頭竜川流域下水道運転管理 

業務委託 

入札執行者 事務局長事務取扱 中村和弘 

入札立会者 次長 竹内 孝治 

設計額 

（税抜） 

 ２４３，９７２，０００円 

（２２５，９００，０００円） 

予定価格（税抜） ２２５，９００，０００円 

最低制限価格（税

抜） 
－ 

履行場所 
坂井市三国町池見外地係 

九頭竜川浄化センター 外 
契約方法 制限付一般競争入札 

入札結果（千円） 入札参加者 

番号 第１回  決定事項 商号、名称 

１ ２２１，０００   ㈱ウォーターエージェンシー福井営業所 

２ ２１８，０００  落  札 伸海エンジニアリング㈱ 

３ ２３５，３００   ㈱日本管財環境サービス  

４ 以  下  余  白  

５     

６     

７     

８     

９     

１０     

１１     

１２     

１３     

１４     

１５     

 １６     

 

 



入札結果一覧表 

（閲 覧 用） 

入札書締切執行日 平成３１年４月１９日 落札決定日 平成３１年４月２３日 

開札執行 

日  時 

３１年４月２２日 

９時５０分 
場 所 

九頭竜川浄化センター管理本館 

３０２会議室 

件 名 庭植栽管理業務委託その１ 
入札執行者 次長 竹内 孝治 

入札立会者 次長補佐 朝倉 康明 

設計額 

（税抜） 

 ６，６０９，６００円 

（６，１２０，０００円） 

予定価格（税抜） ６，１１１，１１１円 

最低制限価格（税

抜） 
５，４９３，６４５円 

履行場所 
坂井市三国町池見外地係 

九頭竜川浄化センター外 
契約方法 

制限付一般競争入札 

事後審査型 

入札結果（千円） 入札参加者 

番号 第１回  決定事項 商号、名称 

１ ５，８８０   カナイ造建㈱ 

２ ６，０２０   ㈲川端造園 

３ ５，９８０   ㈲近藤造園 

４ ６，０５０   ㈱清水植物園 

５ ５，９００   ㈱大地 

６ ６，０４０   ㈲立筬庭園 

７ ６，０２０   ㈱西野造園 

８ ６，２００   長谷川造園㈱ 

９ ６，０５０   ㈱藤井造園 

１０ ５，９５０   ㈲前川造園 

１１ ５，９１０   ㈲前田造園 

１２ ５，８７０ 

落札候補者 

 入札参加資格審査

により落札 

㈲三国造園 

１３ ６，０７０   ㈲南造園 

１４ 以  下  余  白  

１５     

１６     

１７     



入札結果一覧表 

（閲 覧 用） 

入札書締切執行日 平成３１年４月１９日 落札決定日 平成３１年４月２３日 

開札執行 

日  時 

３１年４月２２日 

１０時００分 
場 所 

九頭竜川浄化センター管理本館 

３０２会議室 

件 名 庭植栽管理業務委託その２ 
入札執行者 次長 竹内 孝治 

入札立会者 次長補佐 朝倉 康明 

設計額 

（税抜） 

 ２，８８３，６００円 

（２，６７０，０００円） 

予定価格（税抜） ２，６６６，６６６円 

最低制限価格（税

抜） 
２，４１４，４５３円 

履行場所 坂井市三国町池見地係 契約方法 
制限付一般競争入札 

事後審査型 

入札結果（千円） 入札参加者 

番号 第１回  決定事項 商号、名称 

１ ２，６１０   カナイ造建㈱ 

２ ２，６３０   ㈲川端造園 

３ ２，５７０   ㈲近藤造園 

４ ２，６２０   ㈱清水植物園  

５ ２，５２０ 

落札候補者 

 入札参加資格審査に

より落札 

㈱大地  

６ ２，６４０   ㈲立筬庭園  

７ ２，６５０   ㈱西野造園 

８ ２，６００   長谷川造園㈱ 

９ ２，６３０   ㈱藤井造園 

１０ ２，６１０   ㈲前川造園 

１１ ２，６２０   ㈲前田造園 

１２ ２，６３０   ㈲三国造園 

１３ ２，５７０   ㈲南造園 

１４ 以  下  余  白  

１５     

１６     

１７     



入札結果一覧表 

（閲 覧 用） 

入札書締切執行日 平成３１年４月１９日 落札決定日 平成３１年４月２３日 

開札執行 

日  時 

３１年４月２２日 

１０時１０分 
場 所 

九頭竜川浄化センター管理本館 

３０２会議室 

件 名 幹線管渠調査業務委託 
入札執行者 次長 竹内 孝治 

入札立会者 次長補佐 朝倉 康明 

設計額 

（税抜） 

 １２，４８４，８００円 

（１１，５６０，０００円） 

予定価格（税抜） １１，５５５，５５５円 

最低制限価格 

（税抜） 
１０，６２２，２１３円 

履行場所 芦原幹線 外 契約方法 
制限付一般競争入札 

事後審査型 

入札結果（千円） 入札参加者 

番号 第１回  決定事項 商号、名称 

１ １０，９００ 

落札候補者 

 入札参加資格審査

により落札 

㈱キープクリーン 

２ １１，３００   ㈱成和建設 

３ １１，０００   東洋地工㈱ 

４ １１，２００   ㈱中村正 

５ １１，２２０   ㈱ニシデ・コンストラクション 

６ １１，３２９   西村建設㈱ 

７ １１，２５０   ㈱ミルタニ工業 

８ １１，２００   鷲吉建設㈱ 

９ 以  下  余  白  

１０     

１１     

１２     

１３     

１４     

１５     

１６     

 

 


