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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000385 入札日時 平成29年 5月18日　　午前09時05分

社会資本整備総合交付金事業　市道二日町線ほか道路改良その２工事
件名

施行場所 南砺市　福野（二日町）　地内

期間 平成29年 5月19日　から　平成29年11月24日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1        \16,500,000                   

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔2        \16,350,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人3        \16,450,000                   

㈱神能工務店　代表取締役　神能　晃4        \16,320,000                                     落札

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康5        \16,470,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱神能工務店　代表取締役　神能　晃

（２）落札額 （税抜）        \16,320,000

（税込）        \17,625,600 うち消費税相当額         \1,305,600

（３）予定価格 （税抜）        \16,600,000

（税込）        \17,928,000 うち消費税相当額         \1,328,000

（４）        \14,727,147低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \15,905,318 うち消費税相当額         \1,178,171

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000369 入札日時 平成29年 5月18日　　午前09時10分

簡易水道再編推進事業　市道菅沼小瀬形線配水管敷設工事
件名

施行場所 南砺市　菅沼　地内

期間 平成29年 5月19日　から　平成29年 7月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \8,280,000                   

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一2         \8,250,000                                     落札

実研工業㈱　代表取締役　水口　實3         \8,330,000                   

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦4         \8,310,000                   

㈱長田組　代表取締役　長田　一政5         \8,300,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣6         \8,350,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一

（２）落札額 （税抜）         \8,250,000

（税込）         \8,910,000 うち消費税相当額           \660,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,380,000

（税込）         \9,050,400 うち消費税相当額           \670,400

（４）         \7,417,108低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,010,476 うち消費税相当額           \593,368

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000387 入札日時 平成29年 5月18日　　午前09時15分

市道飛騨屋利屋線配水管敷設工事
件名

施行場所 南砺市　清水明　地内

期間 平成29年 5月19日　から　平成29年 8月10日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1         \6,580,000                                     落札

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫2         \6,650,000                   

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣3         \6,700,000                   

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生4         \6,600,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸

（２）落札額 （税抜）         \6,580,000

（税込）         \7,106,400 うち消費税相当額           \526,400

（３）予定価格 （税抜）         \6,750,000

（税込）         \7,290,000 うち消費税相当額           \540,000

（４）         \5,973,798低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,451,701 うち消費税相当額           \477,903

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180

3



   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000386 入札日時 平成29年 5月18日　　午前09時20分

城端蓑谷地内配水管更新に伴う舗装復旧工事
件名

施行場所 南砺市　蓑谷　地内

期間 平成29年 5月19日　から　平成29年 7月14日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \5,850,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \5,880,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作3         \5,830,000                                     落札

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康4         \5,860,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作

（２）落札額 （税抜）         \5,830,000

（税込）         \6,296,400 うち消費税相当額           \466,400

（３）予定価格 （税抜）         \5,945,000

（税込）         \6,420,600 うち消費税相当額           \475,600

（４）         \5,210,957低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,627,833 うち消費税相当額           \416,876

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000367 入札日時 平成29年 5月18日　　午前09時25分

旧福野高瀬保育園解体工事
件名

施行場所 南砺市　森清　地内

期間 平成29年 5月19日　から　平成29年 8月18日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1        \14,400,000                                     落札

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔2        \14,480,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人3        \14,520,000                   

㈲清水重建　代表取締役　清水　雅樹4        \14,450,000                   

㈱神能工務店　代表取締役　神能　晃5        \14,550,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作6        \14,500,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康7        \14,500,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩崎　弥一

（２）落札額 （税抜）        \14,400,000

（税込）        \15,552,000 うち消費税相当額         \1,152,000

（３）予定価格 （税抜）        \14,560,000

（税込）        \15,724,800 うち消費税相当額         \1,164,800

（４）                 \0低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）                 \0 うち消費税相当額                 \0

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000395 入札日時 平成29年 5月18日　　午前09時35分

菅沼合掌造り集落展望広場（案内棟）屋根改修工事
件名

施行場所 南砺市　菅沼　地内

期間 平成29年 5月19日　から　平成29年 7月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

荒井建設合資会社　代表社員　荒井　昇1         \1,340,000                                     落札

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治2         \1,350,000                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3         \1,360,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉4         \1,355,000                   

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生5         \1,350,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

荒井建設合資会社　代表社員　荒井　昇

（２）落札額 （税抜）         \1,340,000

（税込）         \1,447,200 うち消費税相当額           \107,200

（３）予定価格 （税抜）         \1,366,000

（税込）         \1,475,280 うち消費税相当額           \109,280

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000329 入札日時 平成29年 5月18日　　午前09時40分

市道荒木１１号線配水管更新工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 平成29年 5月19日　から　平成29年 8月25日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

イマエダ電設　今枝　一郎1         \3,710,000                   

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \3,700,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \3,680,000                                     落札

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和4         \3,720,000                   

㈱ヨシダ　代表取締役　吉田　俊朗5         \3,700,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久

（２）落札額 （税抜）         \3,680,000

（税込）         \3,974,400 うち消費税相当額           \294,400

（３）予定価格 （税抜）         \3,730,000

（税込）         \4,028,400 うち消費税相当額           \298,400

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000281 入札日時 平成29年 5月18日　　午前09時45分

農業集落排水事業　柴田屋処理施設破砕機取替工事
件名

施行場所 南砺市　柴田屋地内

期間 平成29年 5月19日　から　平成29年 7月21日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　登1         \1,480,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司2         \1,470,000                                     落札

㈱日東　南砺支店　支店長　湯浅　幸雄3         \1,485,000                   

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　取締役支店長　
増山　健

4         \1,480,000                   

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生5         \1,490,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司

（２）落札額 （税抜）         \1,470,000

（税込）         \1,587,600 うち消費税相当額           \117,600

（３）予定価格 （税抜）         \1,500,000

（税込）         \1,620,000 うち消費税相当額           \120,000

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000393 入札日時 平成29年 5月18日　　午前09時50分

吉見高区配水池流量計更新工事
件名

施行場所 南砺市　吉見　地内

期間 平成29年 5月19日　から　平成29年 9月22日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　登1         \1,670,000                   

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春2         \1,630,000                                     落札

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \1,650,000                   

㈱日東　南砺支店　支店長　湯浅　幸雄4         \1,680,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

5         \1,670,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春

（２）落札額 （税抜）         \1,630,000

（税込）         \1,760,400 うち消費税相当額           \130,400

（３）予定価格 （税抜）         \1,685,000

（税込）         \1,819,800 うち消費税相当額           \134,800

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000298 入札日時 平成29年 5月18日　　午前09時55分

桜ヶ池農村公園植栽管理業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　立野原東　地内

履行期限 平成29年 5月19日　から　平成29年10月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \1,810,000                   

桜ヶ池造園　代表者　岩滝　孝順2         \1,830,000                   

㈲高田造園土木　代表取締役　高田　敏充3         \1,800,000                   

トナミグリーン㈱　代表取締役　水野　誠4         \1,790,000                                     落札

水口造園　代表者　水口　暉夫5         \1,820,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

トナミグリーン㈱　代表取締役　水野　誠

（２）落札額 （税抜）         \1,790,000

（税込）         \1,933,200 うち消費税相当額           \143,200

（３）予定価格 （税抜）         \1,830,000

（税込）         \1,976,400 うち消費税相当額           \146,400

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180

10



   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000135 入札日時 平成29年 5月18日　　午前10時00分

南砺市特殊建築物定期調査報告書作成その１業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 平成29年 5月19日　から　平成29年12月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

川合設計事務所　代表　川合　均1         \3,530,000                   

㈲建築倶楽部　・　取締役　藤井　一彦2         \3,550,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏3         \3,600,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二4         \3,550,000                   

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \3,500,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　秀二

（２）落札額 （税抜）         \3,500,000

（税込）         \3,780,000 うち消費税相当額           \280,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,604,000

（税込）         \3,892,320 うち消費税相当額           \288,320

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000140 入札日時 平成29年 5月18日　　午前10時05分

南砺市特殊建築物定期調査報告書作成その２業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 平成29年 5月19日　から　平成29年12月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

川合設計事務所　代表　川合　均1         \5,350,000                   

㈱建成コンサルタント　南砺支店　支店長　大
蔵　欣司

2         \5,400,000                   

㈲建築倶楽部　・　取締役　藤井　一彦3         \5,400,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \5,400,000                   

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　利田　清宣5         \5,400,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二6         \5,300,000                                     落札

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

7         \5,450,000                   

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二

（２）落札額 （税抜）         \5,300,000

（税込）         \5,724,000 うち消費税相当額           \424,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,489,000

（税込）         \5,928,120 うち消費税相当額           \439,120

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180

12



   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000331 入札日時 平成29年 5月18日　　午前10時10分

南砺市航空写真撮影及びオルソデータ作成業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 平成29年 5月19日　から　平成29年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

朝日航洋㈱　富山支店　支店長　永松　大助1        \11,000,000                   

アジア航測㈱　北陸支店　支店長　南雲　秀人2        \11,090,000                   

㈱オリス　富山支店　支店長　内山　伸郎3        \10,900,000                   

国際航業㈱　富山営業所　所長　行田　清文4        \12,000,000                   

中日本航空㈱　富山支店　支店長　池谷　元章5        \11,000,000                   

㈱ナカノアイシステム　砺波営業所　所長　番
　逸成

6        \10,500,000                                     落札

㈱パスコ　富山支店　支店長　朝田　義則7        \11,090,000                   

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱ナカノアイシステム　砺波営業所　所長　番　逸成

（２）落札額 （税抜）        \10,500,000

（税込）        \11,340,000 うち消費税相当額           \840,000

（３）予定価格 （税抜）        \11,090,000

（税込）        \11,977,200 うち消費税相当額           \887,200

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000383 入札日時 平成29年 5月18日　　午前10時15分

城端駅西駐車場周辺用地測量業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　是安　地内

履行期限 平成29年 5月19日　から　平成29年 7月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1           \860,000                                     落札

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2           \900,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3           \900,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4           \900,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5           \900,000                   

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　一男

（２）落札額 （税抜）           \860,000

（税込）           \928,800 うち消費税相当額            \68,800

（３）予定価格 （税抜）           \914,000

（税込）           \987,120 うち消費税相当額            \73,120

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000380 入札日時 平成29年 5月18日　　午前10時20分

人母橋撤去設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　人母　地内

履行期限 平成29年 5月19日　から　平成29年12月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

北建コンサル㈱　南砺支店　支店長　鷲北　慎
一

1         \7,900,000                   

㈱建技　南砺支店　支店長　橋詰　哲也2         \7,950,000                   

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

3         \6,400,000                                     落札

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

4         \8,000,000                   

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　利田　清宣5         \7,900,000                   

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱
　金沢支店　支店長　今村　雅雄

6         \7,300,000                   

北陸航測㈱　南砺支店　支店長　小倉　清紀7         \8,000,000                   

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷　修

（２）落札額 （税抜）         \6,400,000

（税込）         \6,912,000 うち消費税相当額           \512,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,042,000

（税込）         \8,685,360 うち消費税相当額           \643,360

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000335 入札日時 平成29年 5月18日　　午前10時25分

市道小坂岩木線橋梁予備設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　和泉・岩木　地内

履行期限 平成29年 5月19日　から　平成29年 9月 8日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

1         \8,000,000                   

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹2         \7,900,000                   

㈱建技　南砺支店　支店長　橋詰　哲也3         \7,900,000                   

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

4         \8,000,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5         \7,700,000                                     落札

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　大
村　隆

6         \7,900,000                   

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　利田　清宣7         \7,900,000                   

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（２）落札額 （税抜）         \7,700,000

（税込）         \8,316,000 うち消費税相当額           \616,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,092,000

（税込）         \8,739,360 うち消費税相当額           \647,360

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000366 入札日時 平成29年 5月18日　　午前10時30分

南砺市水道事業アセットマネジメント調査及び管路耐震化・更新計画作成業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市全域

履行期限 平成29年 5月19日　から　平成30年 3月16日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱ＮＪＳ　富山出張所　所長　荻野　聡1        \18,890,000                   

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

2        \18,000,000                   

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

3        \18,800,000                   

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

4        \18,800,000                   

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　大
村　隆

5        \16,000,000                                     落札

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　利田　清宣6        \16,500,000                   

㈱日水コン　北陸事務所　事務所長　篠原　弘
則

7        \18,800,000                   

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　大村　隆

（２）落札額 （税抜）        \16,000,000

（税込）        \17,280,000 うち消費税相当額         \1,280,000

（３）予定価格 （税抜）        \18,890,000

（税込）        \20,401,200 うち消費税相当額         \1,511,200

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000354 入札日時 平成29年 5月18日　　午前10時35分

社会資本整備総合交付金事業　閑乗寺公園休憩施設敷地造成外測量設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　井波　地内

履行期限 平成29年 5月19日　から　平成29年 7月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \2,480,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2         \2,450,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \2,500,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \2,400,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \2,480,000                   

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（２）落札額 （税抜）         \2,400,000

（税込）         \2,592,000 うち消費税相当額           \192,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,528,000

（税込）         \2,730,240 うち消費税相当額           \202,240

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000323 入札日時 平成29年 5月18日　　午前10時40分

社会資本整備総合交付金事業　除雪ドーザ１４ｔ級購入
件名

納入場所 福野地域除雪機械格納庫

納入期限 平成29年11月10日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎1        \15,000,000                                     落札

㈱三越　代表取締役社長　古城　一郎2                   辞退

千代田機電㈱　南砺営業所　営業所長　寺本　
壮志

3        \16,880,000                   

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　啓作4        \15,100,000                   

日本キャタピラー合同会社　中日本支社富山支
店　砺波営業所長　向野　修一

5        \20,800,000                   

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二6        \16,100,000                   

丸三開発工機㈱　代表取締役　大愛　恒雄7        \15,800,000                   

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎

（２）落札額 （税抜）        \15,000,000

（税込）        \16,200,000 うち消費税相当額         \1,200,000

（３）予定価格

非公開

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000191 入札日時 平成29年 5月18日　　午前10時45分

南砺市民病院レフラクト・ケラトメータ購入
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 平成29年 6月30日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

小野医療器㈱　代表取締役　小野　誠三1                   辞退

三和器械㈱　代表取締役　長原　謙二2         \2,220,000                                     落札

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
竹谷　明夫

3         \2,297,000                   

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫4         \2,280,000                   

㈱中川医療器械　代表取締役社長　中川　直実5         \2,347,000                   

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6         \2,397,000                   

㈱ミタス　富山支店　支店長　酢谷　一司7         \2,327,000                   

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

三和器械㈱　代表取締役　長原　謙二

（２）落札額 （税抜）         \2,220,000

（税込）         \2,397,600 うち消費税相当額           \177,600

（３）予定価格

非公開

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000253 入札日時 平成29年 5月18日　　午前10時50分

南砺市民病院軟性内視鏡用洗浄消毒器購入
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 平成29年 6月30日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

小野医療器㈱　代表取締役　小野　誠三1                   辞退

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫2         \2,100,000                   

㈱中川医療器械　代表取締役社長　中川　直実3         \1,800,000                                     落札

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

4         \2,000,000                   

㈱ミタス　富山支店　支店長　酢谷　一司5         \1,950,000                   

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱中川医療器械　代表取締役社長　中川　直実

（２）落札額 （税抜）         \1,800,000

（税込）         \1,944,000 うち消費税相当額           \144,000

（３）予定価格

非公開

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017000300 入札日時 平成29年 5月18日　　午前10時55分

南砺市民病院内視鏡システム購入
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 平成29年 6月30日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

小野医療器㈱　代表取締役　小野　誠三1                   辞退

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫2         \9,240,000                                     落札

㈱中川医療器械　代表取締役社長　中川　直実3        \11,200,000                   

㈱永田メディカル　高岡営業所　取締役社長　
久湊　勝巳

4        \10,800,000                   

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5        \11,300,000                   

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6        \11,500,000                   

㈱ミタス　富山支店　支店長　酢谷　一司7        \11,000,000                   

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫

（２）落札額 （税抜）         \9,240,000

（税込）         \9,979,200 うち消費税相当額           \739,200

（３）予定価格

非公開

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　野宇　加代子
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平成２９年５月１８日入札

入 札 結 果 公 表

総合評価方式による契約分

入札及び契約経過（件名別）



総合評価方式工事

5

6

㈱福光組

㈱森組

笹嶋工業㈱

立野原建設・松本建材
経常共同企業体

153,800,000

7
155,800,000

落札
157,680,000

0.7009

110.00

108.50

0.7077

109.17

109.17

0.7098

0.7029

0.7106

0.7007

落札　（採用）　金額(税込）
金　額

契 約 番 号消費税を含む額

円

152,992,800 141,660,000

円

169,992,000 157,400,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

平成２９年度　　南砺市発注工事　　入札及び契約過程

社会資本整備総合交付金事業　市道舘市野沢線東広
橋上部工工事

第2017000145号建設課

消費税を除く額

指名の理由

契約方法

調 査
基準価格

土木一式工事
入札日時 午前　９時００分

南砺市建設工事条件付一般競争入札要領に基づく

条件付一般競争入札
平成２９年　５月１８日

まで

発 注 工 種

調 査
の 経 緯

順位

円円

南砺市 小坂・殿　地内

平成３０年　３月１６日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

円

107.50

0.7363

請 負
対 象 額

110.00

1
2

1

摘　要

2

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

(注）２　摘要欄の（　　）は、上段は技術評価点、下段は評価値を示す。　　　

(注）１　上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の８％に相当する額を加算した額である。

110.00

4

5

上坂建設㈱

得能建設工業㈱

3

154,800,000

川田建設㈱北陸支店

3

156,500,000

154,800,000

円

146,000,000

6

155,430,000
4

7
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