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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001962 入札日時 平成29年11月30日　　午前09時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道舘市野沢線道路改良その６工事
件名

施行場所 南砺市　殿、小坂　地内

期間 平成29年12月 1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

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸1        \11,250,000                   

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        \11,220,000                                     落札

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3        \11,280,000                   

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一4        \11,270,000                   

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功5        \11,300,000                   

㈱森組　代表取締役　森　雄一6        \11,300,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

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）落札額 （税抜）        \11,220,000

（税込）        \12,117,600 うち消費税相当額           \897,600

（３）予定価格 （税抜）        \11,400,000

（税込）        \12,312,000 うち消費税相当額           \912,000

（４）        \10,087,098低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,894,065 うち消費税相当額           \806,967

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 2017001970 入札日時 平成29年11月30日　　午前09時05分

市道法林寺ほたる川住宅線消雪設備工事
件名

施行場所 南砺市　法林寺　地内

期間 平成29年12月 1日　から　平成30年 1月12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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \4,680,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \4,690,000                   

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治3         \4,620,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4                   欠席

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二5         \4,700,000                   

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔6         \4,680,000                   

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　明道　
将人

7         \4,670,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治

（２）落札額 （税抜）         \4,620,000

（税込）         \4,989,600 うち消費税相当額           \369,600

（３）予定価格 （税抜）         \4,708,000

（税込）         \5,084,640 うち消費税相当額           \376,640

（４）         \4,154,575低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,486,941 うち消費税相当額           \332,366

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 2017001956 入札日時 平成29年11月30日　　午前09時10分

公共下水道事業　福光地内下水道管路施設補修工事
件名

施行場所 南砺市　福光　地内

期間 平成29年12月 1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

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司1        \14,100,000                                     落札

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二2        \14,200,000                   
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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）        \14,100,000

（税込）        \15,228,000 うち消費税相当額         \1,128,000

（３）予定価格 （税抜）        \14,300,000

（税込）        \15,444,000 うち消費税相当額         \1,144,000

（４）        \12,870,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \13,899,600 うち消費税相当額         \1,029,600

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 2017001971 入札日時 平成29年11月30日　　午前09時15分

城端児童館「さくらっこ」室外機上屋新設工事
件名

施行場所 南砺市　城端　地内

期間 平成29年12月 1日　から　平成30年 1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         \5,680,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博2         \5,670,000                                     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）         \5,670,000

（税込）         \6,123,600 うち消費税相当額           \453,600

（３）予定価格 （税抜）         \5,683,000

（税込）         \6,137,640 うち消費税相当額           \454,640

（４）         \5,114,700低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,523,876 うち消費税相当額           \409,176

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 2017001973 入札日時 平成29年11月30日　　午前09時20分

砂子谷地区農地・水路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　砂子谷　地内

期間 平成29年12月 1日　から　平成30年 3月27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         \2,450,000                                     落札

田中組　代表者　田中　勲2         \2,470,000                   

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊3         \2,470,000                   

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安4         \2,465,000                   

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功5         \2,475,000                   
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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）         \2,450,000

（税込）         \2,646,000 うち消費税相当額           \196,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,498,000

（税込）         \2,697,840 うち消費税相当額           \199,840

（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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001972 入札日時 平成29年11月30日　　午前09時25分

広谷地区農地災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　広谷　地内

期間 平成29年12月 1日　から　平成30年 3月27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         \2,300,000                                     落札

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \2,350,000                   

立野原建設㈱　代表取締役社長　秀永　欣亮3         \2,320,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久4         \2,330,000                   

㈱松本建材　代表取締役　松本　一総5         \2,340,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸

（２）落札額 （税抜）         \2,300,000

（税込）         \2,484,000 うち消費税相当額           \184,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,375,000

（税込）         \2,565,000 うち消費税相当額           \190,000

（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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001952 入札日時 平成29年11月30日　　午前09時30分

南砺市道路台帳調製その５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12月 1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         \1,430,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2         \1,450,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \1,420,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \1,450,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \1,400,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二

（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）         \1,491,000

（税込）         \1,610,280 うち消費税相当額           \119,280

（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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