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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001331 入札日時 平成29年 9月14日　　午前09時00分

岩木地内耐震性貯水槽新設工事
件名

施行場所 南砺市　岩木　地内

期間 平成29年 9月15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

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康1         \6,230,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久2         \6,220,000                   

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊3         \6,200,000                                     落札

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一4         \6,220,000                   

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功5         \6,230,000                   

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

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊

（２）落札額 （税抜）         \6,200,000

（税込）         \6,696,000 うち消費税相当額           \496,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,250,000

（税込）         \6,750,000 うち消費税相当額           \500,000

（４）         \5,485,053低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,923,857 うち消費税相当額           \438,804

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　主査　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001363 入札日時 平成29年 9月14日　　午前09時05分

電源立地地域対策交付金事業　市道犬藪矢間堂線ほか側溝改修工事
件名

施行場所 南砺市　井波　地内

期間 平成29年 9月15日　から　平成29年12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

㈱嶋組　代表取締役　嶋　喜彦1         \4,730,000                   

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣2         \4,700,000                                     落札

藤井工業㈱　代表取締役　藤井　圭一3         \4,710,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣

（２）落札額 （税抜）         \4,700,000

（税込）         \5,076,000 うち消費税相当額           \376,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,738,000

（税込）         \5,117,040 うち消費税相当額           \379,040

（４）         \4,169,118低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,502,647 うち消費税相当額           \333,529

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　主査　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001388 入札日時 平成29年 9月14日　　午前09時10分

上平公民館外壁等改修工事
件名

施行場所 南砺市　西赤尾町　地内

期間 平成29年 9月15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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1        \23,800,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦

（２）落札額 （税抜）        \23,800,000

（税込）        \25,704,000 うち消費税相当額         \1,904,000

（３）予定価格 （税抜）        \23,810,000

（税込）        \25,714,800 うち消費税相当額         \1,904,800

（４）        \21,429,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \23,143,320 うち消費税相当額         \1,714,320

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　主査　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001435 入札日時 平成29年 9月14日　　午前09時15分

城端駅周辺整備事業　バス乗降場整備工事
件名

施行場所 南砺市　是安　地内

期間 平成29年 9月15日　から　平成29年12月15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        \22,620,000                   

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2        \22,630,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博3        \22,600,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

中越興業㈱　代表取締役　山下　博

（２）落札額 （税抜）        \22,600,000

（税込）        \24,408,000 うち消費税相当額         \1,808,000

（３）予定価格 （税抜）        \22,650,000

（税込）        \24,462,000 うち消費税相当額         \1,812,000

（４）        \20,386,404低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \22,017,316 うち消費税相当額         \1,630,912

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　主査　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001428 入札日時 平成29年 9月14日　　午前09時20分

南砺市立井波中学校グラウンドトイレ改修工事
件名

施行場所 南砺市　井波　地内

期間 平成29年 9月15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

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博1         \5,390,000                   

藤井工業㈱　代表取締役　藤井　圭一2         \5,385,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

藤井工業㈱　代表取締役　藤井　圭一

（２）落札額 （税抜）         \5,385,000

（税込）         \5,815,800 うち消費税相当額           \430,800

（３）予定価格 （税抜）         \5,393,000

（税込）         \5,824,440 うち消費税相当額           \431,440

（４）         \4,853,700低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,241,996 うち消費税相当額           \388,296

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　主査　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001384 入札日時 平成29年 9月14日　　午前09時25分

五箇山和紙工芸研究館空調設備更新工事
件名

施行場所 南砺市　東中江　地内

期間 平成29年 9月15日　から　平成30年 1月19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

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一1        \12,300,000                   

実研工業㈱　代表取締役　水口　實2        \12,350,000                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3        \12,380,000                   

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦4        \12,400,000                   

㈱長田組　代表取締役　長田　一政5        \12,250,000                                     落札

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣6        \12,320,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱長田組　代表取締役　長田　一政

（２）落札額 （税抜）        \12,250,000

（税込）        \13,230,000 うち消費税相当額           \980,000

（３）予定価格 （税抜）        \12,450,000

（税込）        \13,446,000 うち消費税相当額           \996,000

（４）        \11,205,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \12,101,400 うち消費税相当額           \896,400

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　主査　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001431 入札日時 平成29年 9月14日　　午前09時30分

市道仙野原細島線新万世橋水道管添架工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村細島　地内

期間 平成29年 9月15日　から　平成29年12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

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之1         \3,450,000                   

㈱中村組　代表取締役　中村　義之2         \3,450,000                   

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫3         \3,470,000                   

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣4         \3,420,000                   

㈱米倉組　代表取締役　米倉　康則5         \3,400,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱米倉組　代表取締役　米倉　康則

（２）落札額 （税抜）         \3,400,000

（税込）         \3,672,000 うち消費税相当額           \272,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,490,000

（税込）         \3,769,200 うち消費税相当額           \279,200

（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　主査　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001457 入札日時 平成29年 9月14日　　午前09時35分

社会資本整備総合交付金事業　市道本江若竹住宅１号線消雪管リフレッシュ工事
件名

施行場所 南砺市　本江　地内

期間 平成29年 9月15日　から　平成29年11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

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔1         \2,830,000                   

寺西建設　代表　寺西　利典2         \2,830,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \2,830,000                   

山村商会　山村　武志4         \2,830,000                   

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5         \2,800,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和

（２）落札額 （税抜）         \2,800,000

（税込）         \3,024,000 うち消費税相当額           \224,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,840,000

（税込）         \3,067,200 うち消費税相当額           \227,200

（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　主査　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001369 入札日時 平成29年 9月14日　　午前09時40分

市道専勝寺院瀬見線舗装打換工事
件名

施行場所 南砺市　高瀬　地内

期間 平成29年 9月15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         \2,520,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \2,530,000                   

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博3         \2,500,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康4         \2,520,000                   

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之5         \2,480,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之

（２）落札額 （税抜）         \2,480,000

（税込）         \2,678,400 うち消費税相当額           \198,400

（３）予定価格 （税抜）         \2,559,000

（税込）         \2,763,720 うち消費税相当額           \204,720

（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　主査　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001367 入札日時 平成29年 9月14日　　午前09時45分

社会資本整備総合交付金事業　市道高屋井口線谷工区測量設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　谷　地内ほか

履行期限 平成29年 9月15日　から　平成30年 3月 9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         \4,500,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2         \4,500,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \4,500,000                   

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

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \4,480,000                   
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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）         \4,400,000

（税込）         \4,752,000 うち消費税相当額           \352,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,616,000

（税込）         \4,985,280 うち消費税相当額           \369,280

（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　主査　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001436 入札日時 平成29年 9月14日　　午前09時50分

五箇山合掌の里合掌家屋病害虫駆除業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　菅沼　地内

履行期限 平成29年 9月15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

㈱アドバンス北陸サービス　富山営業所　所長
　杉本　清

1         \8,190,000                   

アルコット㈱　代表取締役　浅野　瑞2                   辞退

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学3         \8,150,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4         \8,210,000                   

㈱ホクタテ　代表取締役　西田　隆文5         \8,200,000                   

㈱丸協　代表取締役　大田　敏明6         \8,180,000                   

丸三製薬バイオテック㈱　代表取締役　藤井　
健太郎

7         \8,170,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学

（２）落札額 （税抜）         \8,150,000

（税込）         \8,802,000 うち消費税相当額           \652,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,221,000

（税込）         \8,878,680 うち消費税相当額           \657,680

（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　主査　田中　輝美

IP54P180

11



   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001412 入札日時 平成29年 9月14日　　午前09時55分

城端地域ほかロータリ除雪車車検整備
委託業務名

履行場所 南砺市　城端　地域ほか

履行期限 平成29年 9月15日　から　平成29年11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

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎1        \14,100,000                   

千代田機電㈱　南砺営業所　営業所長　寺本　
壮志

2        \14,200,000                   

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　啓作3        \14,000,000                                     落札

日本キャタピラー合同会社　砺波営業所　所長
　向野　修一

4        \14,200,000                   

5

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

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　啓作

（２）落札額 （税抜）        \14,000,000

（税込）        \15,120,000 うち消費税相当額         \1,120,000

（３）予定価格 （税抜）        \14,516,000

（税込）        \15,677,280 うち消費税相当額         \1,161,280

（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　主査　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001402 入札日時 平成29年 9月14日　　午前10時00分

南砺市立小中学校協働学習システム用機器等購入
件名

納入場所 南砺市立井波小学校ほか４校

納入期限 平成29年11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

㈱インターウェブ　代表取締役　北村　孝志1        \24,000,000                   

㈱インテック　行政システム事業本部　本部長
　牧野　賢藏

2                   辞退

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

3        \19,500,000                   

となみ衛星通信テレビ㈱　代表取締役社長　河
合　常晴

4                   辞退

日本エレクトロニクスサービス㈱　代表取締役
社長　成川　和彦

5        \19,330,000                   

西日本電信電話㈱　富山支店　支店長　花川　
靖司

6        \16,900,000                                     落札

山本紙茶店　山本　均7        \24,000,000                   

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

西日本電信電話㈱　富山支店　支店長　花川　靖司

（２）落札額 （税抜）        \16,900,000

（税込）        \18,252,000 うち消費税相当額         \1,352,000

（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　主査　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001390 入札日時 平成29年 9月14日　　午前10時05分

南砺市立小中学校教育用プロキシサーバ及びウイルス対策サーバ更新
件名

納入場所 南砺市役所井波庁舎

納入期限 平成29年10月31日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱インターウェブ　代表取締役　北村　孝志1                   辞退

㈱インテック　行政システム事業本部　本部長
　牧野　賢藏

2                   辞退

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

3         \2,900,000                   

となみ衛星通信テレビ㈱　代表取締役社長　河
合　常晴

4                   辞退

日本エレクトロニクスサービス㈱　代表取締役
社長　成川　和彦

5         \2,600,000                                     落札

西日本電信電話㈱　富山支店　支店長　花川　
靖司

6         \4,900,000                   

山本紙茶店　山本　均7                   辞退

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

日本エレクトロニクスサービス㈱　代表取締役社長　成川　和彦

（２）落札額 （税抜）         \2,600,000

（税込）         \2,808,000 うち消費税相当額           \208,000

（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　主査　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001432 入札日時 平成29年 9月14日　　午前10時10分

理科教育設備整備費等補助金事業　理科等教育教材備品購入
件名

納入場所 南砺市立城端小学校ほか

納入期限 平成29年11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

㈱片村書店　代表取締役　片村　喜久子1                   辞退

合同会社髙文堂書店　代表社員　高坂　武2                   辞退

台蔵教育機器　台蔵　浩3         \3,630,000                                     落札

富山教材株式会社　代表取締役社長　野上　幸
夫

4                   辞退

㈲富山県教育用品　代表取締役　舟木　浩二5                   辞退

㈲ネスト　南砺支店　支店長　清沢　伸之6         \3,700,000                   

山本紙茶店　山本　均7         \3,750,000                   

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

台蔵教育機器　台蔵　浩

（２）落札額 （税抜）         \3,630,000

（税込）         \3,920,400 うち消費税相当額           \290,400

（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　主査　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001349 入札日時 平成29年 9月14日　　午前10時15分

南砺市民病院汎用人工呼吸器購入
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 平成29年11月15日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
竹谷　明夫

1         \3,500,000                   

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫2         \3,500,000                   

㈱中川医療器械　代表取締役社長　中川　直実3         \3,300,000                   

㈱永田メディカル　高岡営業所　取締役社長　
久湊　勝巳

4         \3,400,000                   

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5         \3,600,000                   

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6         \3,100,000                                     落札

㈱ミタス　富山支店　支店長　酢谷　一司7         \3,300,000                   

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

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規明

（２）落札額 （税抜）         \3,100,000

（税込）         \3,348,000 うち消費税相当額           \248,000

（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　主査　田中　輝美

IP54P180
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