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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001541 入札日時 平成29年 9月29日　　午前09時05分

社会資本整備総合交付金事業　市道砂子谷人母線人母橋補修工事
件名

施行場所 南砺市　人母　地内

期間 平成29年10月 2日　から　平成30年 1月26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

㈱石田組　代表取締役　石田　一郎1        \27,400,000                                     落札

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸2        \27,500,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人3        \27,520,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久4        \27,480,000                   

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一5        \27,480,000                   

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功6        \27,500,000                   

㈱森組　代表取締役　森　雄一7        \27,500,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱石田組　代表取締役　石田　一郎

（２）落札額 （税抜）        \27,400,000

（税込）        \29,592,000 うち消費税相当額         \2,192,000

（３）予定価格 （税抜）        \27,570,000

（税込）        \29,775,600 うち消費税相当額         \2,205,600

（４）        \24,281,141低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \26,223,632 うち消費税相当額         \1,942,491

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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001562 入札日時 平成29年 9月29日　　午前09時10分

市道前田安居線道路改良その１工事
件名

施行場所 南砺市　前田　地内

期間 平成29年10月 2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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1        \20,920,000                   

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔2        \21,000,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人3        \20,800,000                                     落札

㈱神能工務店　代表取締役　神能　晃4        \20,900,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康5        \20,880,000                   

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

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人

（２）落札額 （税抜）        \20,800,000

（税込）        \22,464,000 うち消費税相当額         \1,664,000

（３）予定価格 （税抜）        \21,010,000

（税込）        \22,690,800 うち消費税相当額         \1,680,800

（４）        \18,701,216低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \20,197,313 うち消費税相当額         \1,496,097

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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001503 入札日時 平成29年 9月29日　　午前09時15分

吉江緑地再整備工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 平成29年10月 2日　から　平成29年12月 1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

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸1        \10,580,000                   

立野原建設・松本建材経常共同企業体　代表取
締役社長　秀永　欣亮

2        \10,550,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3        \10,500,000                                     落札

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一4        \10,550,000                   

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功5        \10,570,000                   

㈱森組　代表取締役　森　雄一6        \10,520,000                   
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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）        \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）        \10,630,000

（税込）        \11,480,400 うち消費税相当額           \850,400

（４）         \9,368,562低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,118,046 うち消費税相当額           \749,484

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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001509 入札日時 平成29年 9月29日　　午前09時20分

公共下水道事業　松原新地内管渠工事
件名

施行場所 南砺市　松原新　地内

期間 平成29年10月 2日　から　平成30年 2月23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        \10,200,000                                     落札

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔2        \10,250,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人3        \10,300,000                   

㈱神能工務店　代表取締役　神能　晃4        \10,320,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康5        \10,350,000                   
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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）        \10,200,000

（税込）        \11,016,000 うち消費税相当額           \816,000

（３）予定価格 （税抜）        \10,360,000

（税込）        \11,188,800 うち消費税相当額           \828,800

（４）         \9,101,268低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \9,829,369 うち消費税相当額           \728,101

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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001559 入札日時 平成29年 9月29日　　午前09時25分

利賀斎場解体工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村　地内

期間 平成29年10月 2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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1         \7,450,000                                     落札

㈲昭信機工　代表取締役　長谷　みつる2         \7,520,000                   

野原建設㈱　代表取締役　野原　一司3         \7,480,000                   
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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）         \7,450,000

（税込）         \8,046,000 うち消費税相当額           \596,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,614,000

（税込）         \8,223,120 うち消費税相当額           \609,120

（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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001526 入札日時 平成29年 9月29日　　午前09時30分

市道井口上広安線配水管更新工事
件名

施行場所 南砺市　上広安　地内

期間 平成29年10月 2日　から　平成29年12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        \10,000,000                                     落札

実研工業㈱　代表取締役　水口　實2        \10,080,000                   

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦3        \10,040,000                   

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司4        \10,080,000                   

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生5        \10,070,000                   

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和6        \10,060,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　登

（２）落札額 （税抜）        \10,000,000

（税込）        \10,800,000 うち消費税相当額           \800,000

（３）予定価格 （税抜）        \10,200,000

（税込）        \11,016,000 うち消費税相当額           \816,000

（４）         \9,046,963低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \9,770,720 うち消費税相当額           \723,757

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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001550 入札日時 平成29年 9月29日　　午前09時35分

簡易水道再編推進事業　菅沼地内送配水管敷設に伴う舗装本復旧工事
件名

施行場所 南砺市　菅沼　地内

期間 平成29年10月 2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         \8,400,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康2         \8,350,000                   

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之3         \8,280,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一4         \8,320,000                   
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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）         \8,280,000

（税込）         \8,942,400 うち消費税相当額           \662,400

（３）予定価格 （税抜）         \8,500,000

（税込）         \9,180,000 うち消費税相当額           \680,000

（４）         \7,508,072低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,108,717 うち消費税相当額           \600,645

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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001546 入札日時 平成29年 9月29日　　午前09時40分

下水道事業　福光地内舗装本復旧工事
件名

施行場所 南砺市　福光　地内ほか

期間 平成29年10月 2日　から　平成30年 1月26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         \7,820,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \7,780,000                                     落札

㈱佐藤渡辺　福光営業所　所長　青木　昌明3         \7,800,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康4         \7,810,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久5         \7,800,000                   

㈱森組　代表取締役　森　雄一6         \7,800,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人

（２）落札額 （税抜）         \7,780,000

（税込）         \8,402,400 うち消費税相当額           \622,400

（３）予定価格 （税抜）         \7,828,000

（税込）         \8,454,240 うち消費税相当額           \626,240

（４）         \6,852,563低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,400,768 うち消費税相当額           \548,205

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 2017001475 入札日時 平成29年 9月29日　　午前09時45分

福光温泉源泉コンプレッサー取替工事
件名

施行場所 南砺市　綱掛　地内

期間 平成29年10月 2日　から　平成29年12月20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

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩1        \22,990,000                   

㈱日東　南砺支店　支店長　湯浅　幸雄2        \22,980,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱日東　南砺支店　支店長　湯浅　幸雄

（２）落札額 （税抜）        \22,980,000

（税込）        \24,818,400 うち消費税相当額         \1,838,400

（３）予定価格 （税抜）        \23,000,000

（税込）        \24,840,000 うち消費税相当額         \1,840,000

（４）        \20,700,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \22,356,000 うち消費税相当額         \1,656,000

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

9



   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001540 入札日時 平成29年 9月29日　　午前09時50分

２９災３２号市道田向湯谷線道路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　田向　地内

期間 平成29年10月 2日　から　平成29年12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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1        \10,400,000                   

㈱岡部　代表取締役　稲積　欣治2        \10,400,000                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3        \10,380,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉4        \10,390,000                   

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴5        \10,350,000                   

㈱中村組　代表取締役　中村　義之6        \10,350,000                   

㈱長田組　代表取締役　長田　一政7        \10,290,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱長田組　代表取締役　長田　一政

（２）落札額 （税抜）        \10,290,000

（税込）        \11,113,200 うち消費税相当額           \823,200

（３）予定価格 （税抜）        \10,490,000

（税込）        \11,329,200 うち消費税相当額           \839,200

（４）         \9,260,123低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,000,932 うち消費税相当額           \740,809

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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001522 入札日時 平成29年 9月29日　　午前09時55分

２９災３４号市道道谷線その１道路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　土山　地内

期間 平成29年10月 2日　から　平成29年12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

㈱石田組　代表取締役　石田　一郎1         \5,175,000                   

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \5,294,000                   

田中組　代表者　田中　勲3         \5,275,000                   

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊4         \5,230,000                   

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安5         \5,150,000                                     落札

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一6         \5,250,000                   

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功7         \5,190,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安

（２）落札額 （税抜）         \5,150,000

（税込）         \5,562,000 うち消費税相当額           \412,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,305,000

（税込）         \5,729,400 うち消費税相当額           \424,400

（４）         \4,665,270低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,038,491 うち消費税相当額           \373,221

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 2017001523 入札日時 平成29年 9月29日　　午前10時00分

２９災３５号市道道谷線その２道路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　土山　地内

期間 平成29年10月 2日　から　平成29年12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

㈱石田組　代表取締役　石田　一郎1         \3,060,000                   

田中組　代表者　田中　勲2         \3,080,000                   

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊3         \3,050,000                   

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安4         \3,000,000                                     落札

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功5         \3,030,000                   

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

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安

（２）落札額 （税抜）         \3,000,000

（税込）         \3,240,000 うち消費税相当額           \240,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,096,000

（税込）         \3,343,680 うち消費税相当額           \247,680

（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 2017001506 入札日時 平成29年 9月29日　　午前10時05分

２９災３６号市道湯谷２号線道路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　湯谷　地内

期間 平成29年10月 2日　から　平成29年12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

㈱石田組　代表取締役　石田　一郎1         \2,590,000                                     落札

田中組　代表者　田中　勲2         \2,600,000                   

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊3         \2,600,000                   

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安4         \2,610,000                   

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功5         \2,610,000                   

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

㈱石田組　代表取締役　石田　一郎

（２）落札額 （税抜）         \2,590,000

（税込）         \2,797,200 うち消費税相当額           \207,200

（３）予定価格 （税抜）         \2,623,000

（税込）         \2,832,840 うち消費税相当額           \209,840

（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 2017001547 入札日時 平成29年 9月29日　　午前10時10分

市道高速側道西４号線調整池土砂搬出工事
件名

施行場所 南砺市　立野原東　地内

期間 平成29年10月 2日　から　平成29年12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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \3,580,000                   

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉2         \3,580,000                   

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦3         \3,570,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博4         \3,560,000                                     落札

㈲山本土石　代表取締役　山本　実5         \3,590,000                   

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

中越興業㈱　代表取締役　山下　博

（２）落札額 （税抜）         \3,560,000

（税込）         \3,844,800 うち消費税相当額           \284,800

（３）予定価格 （税抜）         \3,596,000

（税込）         \3,883,680 うち消費税相当額           \287,680

（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 2017001542 入札日時 平成29年 9月29日　　午前10時15分

北野軽スポーツセンター屋根改修工事
件名

施行場所 南砺市　北野　地内

期間 平成29年10月 2日　から　平成29年12月 1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         \2,360,000                                     落札

㈱荒木板金工業所　代表取締役　荒木　敏夫2         \2,365,000                   

㈲大西塗装工業　代表取締役　大西　充洋3         \2,372,000                   

㈱かな和工業　代表取締役　吉田　行男4         \2,370,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博5         \2,370,000                   

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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦

（２）落札額 （税抜）         \2,360,000

（税込）         \2,548,800 うち消費税相当額           \188,800

（３）予定価格 （税抜）         \2,379,000

（税込）         \2,569,320 うち消費税相当額           \190,320

（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

15



   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001545 入札日時 平成29年 9月29日　　午前10時20分

井波総合文化センター屋上防水修繕工事
件名

施行場所 南砺市　山見　地内

期間 平成29年10月 2日　から　平成29年12月 1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

大塚塗装㈱　代表取締役　大塚　正樹1         \3,220,000                   

川田工業㈱　代表取締役社長　川田　忠裕2                   辞退

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博3         \3,150,000                                     落札

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之4         \3,180,000                   

藤井工業㈱　代表取締役　藤井　圭一5         \3,190,000                   

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

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博

（２）落札額 （税抜）         \3,150,000

（税込）         \3,402,000 うち消費税相当額           \252,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,286,000

（税込）         \3,548,880 うち消費税相当額           \262,880

（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 2017001502 入札日時 平成29年 9月29日　　午前10時25分

特環下水道事業　粲明浄化センター　汚泥脱水機造粒汚泥ポンプ修繕工事
件名

施行場所 南砺市　下梨　地内

期間 平成29年10月 2日　から　平成29年12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

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春1         \2,140,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司2         \2,120,000                                     落札

㈱日東　南砺支店　支店長　湯浅　幸雄3         \2,145,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

4         \2,130,000                   

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生5         \2,150,000                   

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

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司

（２）落札額 （税抜）         \2,120,000

（税込）         \2,289,600 うち消費税相当額           \169,600

（３）予定価格 （税抜）         \2,155,000

（税込）         \2,327,400 うち消費税相当額           \172,400

（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 2017001548 入札日時 平成29年 9月29日　　午前10時30分

社会資本整備総合交付金事業　市道石黒北山田線工損事前調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　川西　地内

履行期限 平成29年10月 2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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

1           \900,000                                     落札

㈱建成コンサルタント　南砺支店　支店長　大
蔵　欣司

2           \920,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3           \930,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4           \920,000                   

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5           \930,000                   

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織田　正文

（２）落札額 （税抜）           \900,000

（税込）           \972,000 うち消費税相当額            \72,000

（３）予定価格 （税抜）           \950,000

（税込）         \1,026,000 うち消費税相当額            \76,000

（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 2017001501 入札日時 平成29年 9月29日　　午前10時35分

下水道・農業集落排水事業　下水道伏越管路清掃業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　八幡・北野　地内

履行期限 平成29年10月 2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

㈱アースクリーン２１　代表取締役　原田　義
夫

1           \872,000                   

小矢部浄化㈱　代表取締役　髙野　邦弘2           \870,000                   

㈱高岡市衛生公社　代表取締役社長　島　小一3           \870,000                   

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司4           \865,000                                     落札

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二5           \868,000                   

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

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司

（２）落札額 （税抜）           \865,000

（税込）           \934,200 うち消費税相当額            \69,200

（３）予定価格 （税抜）           \877,000

（税込）           \947,160 うち消費税相当額            \70,160

（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 2017001500 入札日時 平成29年 9月29日　　午前10時40分

紫外線処理装置点検整備業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　糸谷新　地内ほか

履行期限 平成29年10月 2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

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人1         \1,400,000                                     落札

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治2         \1,440,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3         \1,410,000                   

ふくみつでんき㈱　代表取締役　堀田　敏浩4         \1,410,000                   

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男5         \1,430,000                   

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

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人

（２）落札額 （税抜）         \1,400,000

（税込）         \1,512,000 うち消費税相当額           \112,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,450,000

（税込）         \1,566,000 うち消費税相当額           \116,000

（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 2017001451 入札日時 平成29年 9月29日　　午前10時45分

公立南砺中央病院万能手術台修繕
委託業務名

履行場所 南砺市　梅野　地内

履行期限 平成29年10月 2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

小野医療器㈱　代表取締役　小野　誠三1         \1,930,000                   

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
竹谷　明夫

2         \1,970,000                                     失格

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3         \1,820,000                                     落札

㈱中川医療器械　代表取締役社長　中川　直実4                   辞退

㈱永田メディカル　高岡営業所　取締役社長　
久湊　勝巳

5         \1,980,000                                     失格

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹6         \1,950,000                                     失格

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

7         \1,990,000                                     失格

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）         \1,820,000

（税込）         \1,965,600 うち消費税相当額           \145,600

（３）予定価格 （税抜）         \1,940,000

（税込）         \2,095,200 うち消費税相当額           \155,200

（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 2017001520 入札日時 平成29年 9月29日　　午前10時50分

井波在宅介護支援センター・井波ホームヘルプステーション活動車両購入
件名

納入場所 井波在宅介護支援センター

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

朝日モーター㈱　代表取締役　種部　栄治1                   辞退

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵2         \2,640,000                   

㈲稲垣自動車　代表取締役　本間　龍信3         \3,156,000                   

㈲晩田モータース　代表取締役　晩田　啓人4         \2,583,000                                     落札

㈲福野自工　代表取締役　梅木　一隆5         \2,970,000                   

㈲松井自動車工業　代表取締役　稲葉　勝宏6                   辞退

㈲吉田モータース　代表取締役　吉田　進7         \2,940,000                   

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

㈲晩田モータース　代表取締役　晩田　啓人

（２）落札額 （税抜）         \2,583,000

（税込）         \2,789,640 うち消費税相当額           \206,640

（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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平成２９年９月２９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

6

27,700,000
2

7

3㈱森組
8 28,170,000

4

5

上坂建設㈱

得能建設工業㈱

3

28,100,000

笹嶋工業㈱

7

27,880,000

28,170,000

円

28,170,000

(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。

108.33

110.00

円

110.00

3.9049

請 負
対 象 額

110.00

3
2

1

摘　要

3

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

順位

円円

南砺市 川西　地内

平成３０年　３月　９日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

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　市道石黒北山田線道
路改良その２工事

第2017001544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
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　９月２９日

まで

発 注 工 種

調 査
の 経 緯

落札　（採用）　金額(税込）
金　額

契 約 番 号消費税を含む額

円

27,150,968 25,139,786

円

30,456,000 28,200,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

3.9108

109.17

109.17

3.8851

3.8917

30,348,000

3.9049

3.8768

落札
3.9146

108.50

110.00

3.9049

6

1

㈱福光組

㈱丸泉

立野原建設・松本建材
経常共同企業体

㈱土居建設

28,100,000

8
28,160,000
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