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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002351 入札日時 平成30年 1月31日　　午前09時05分

特養いなみ・デイサービスセンターいなみ非常用照明器具取替工事
件名

施行場所 南砺市　井波　地内

期間 平成30年 2月 1日　から　平成30年 3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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \8,400,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \8,400,000                   

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治3         \8,497,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4         \8,400,000                   

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二5         \8,400,000                   

ふくみつでんき㈱　代表取締役　堀田　敏浩6         \8,420,000                   

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男7         \8,500,000                   

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔8         \8,300,000                                     落札

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　明道　
将人

9         \8,450,000                   

㈲森田電気商会　代表取締役　森田　松司10         \8,450,000                   
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12
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15

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔

（２）落札額 （税抜）         \8,300,000

（税込）         \8,964,000 うち消費税相当額           \664,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,553,000

（税込）         \9,237,240 うち消費税相当額           \684,240

（４）         \7,697,700低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,313,516 うち消費税相当額           \615,816

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 2017002334 入札日時 平成30年 1月31日　　午前09時10分

２９災１１６号市道梨谷人喰谷線道路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　梨谷　地内

期間 平成30年 2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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1         \6,350,000                   

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉2         \6,400,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉3         \6,400,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博4         \6,350,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作5         \6,380,000                   

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴6         \6,300,000                   

㈱長田組　代表取締役　長田　一政7         \6,250,000                                     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）         \6,250,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \6,450,000

（税込）         \6,966,000 うち消費税相当額           \516,000

（４）         \5,673,558低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,127,442 うち消費税相当額           \453,884

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 2017002330 入札日時 平成30年 1月31日　　午前09時15分

２９災１１５号市道入谷寿川線道路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　寿川　地内

期間 平成30年 2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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1         \4,750,000                   

㈱岡部　代表取締役　稲積　欣治2         \4,740,000                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3         \4,720,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉4         \4,750,000                   

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴5         \4,760,000                   

㈱中村組　代表取締役　中村　義之6         \4,700,000                                     落札

㈱長田組　代表取締役　長田　一政7         \4,780,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱中村組　代表取締役　中村　義之

（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）         \4,783,000

（税込）         \5,165,640 うち消費税相当額           \382,640

（４）         \4,207,823低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,544,448 うち消費税相当額           \336,625

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 2017002301 入札日時 平成30年 1月31日　　午前09時20分

四ヶ村頭首工災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　北野　地内

期間 平成30年 2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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \3,440,000                   

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2         \3,420,000                   

㈱健名組　代表取締役　健名　智博3         \3,400,000                                     落札

中越興業㈱　代表取締役　山下　博4         \3,440,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作5         \3,430,000                   

6
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱健名組　代表取締役　健名　智博

（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）         \3,465,000

（税込）         \3,742,200 うち消費税相当額           \277,200

（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 2017002323 入札日時 平成30年 1月31日　　午前09時25分

２９災１１４号市道下梨渡原線道路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　下梨　地内

期間 平成30年 2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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1         \9,750,000                   

㈱岡部　代表取締役　稲積　欣治2         \9,820,000                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3         \9,780,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉4         \9,700,000                                     落札

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴5         \9,720,000                   

㈱中村組　代表取締役　中村　義之6         \9,800,000                   

㈱長田組　代表取締役　長田　一政7         \9,730,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉

（２）落札額 （税抜）         \9,700,000

（税込）        \10,476,000 うち消費税相当額           \776,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,854,000

（税込）        \10,642,320 うち消費税相当額           \788,320

（４）         \8,697,046低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \9,392,809 うち消費税相当額           \695,763

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 2017002303 入札日時 平成30年 1月31日　　午前09時30分

瀬戸地区水路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　瀬戸　地内

期間 平成30年 2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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \5,500,000                   

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉2         \5,520,000                   

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦3         \5,500,000                   

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一4         \5,550,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博5         \5,480,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作6         \5,450,000                                     落札

㈲山本土石　代表取締役　山本　実7         \5,540,000                   

8
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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）         \5,450,000

（税込）         \5,886,000 うち消費税相当額           \436,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,559,000

（税込）         \6,003,720 うち消費税相当額           \444,720

（４）         \4,902,517低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,294,718 うち消費税相当額           \392,201

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 2017002286 入札日時 平成30年 1月31日　　午前09時35分

小又地区農地災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　小又　地内

期間 平成30年 2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         \5,080,000                   

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸2         \5,148,000                   

㈲浦山重機　代表取締役　浦山　昭雄3         \5,160,000                   

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志4         \5,139,000                   

田中組　代表者　田中　勲5         \5,110,000                   

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊6         \5,100,000                   

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安7         \5,000,000                                     落札

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）         \5,000,000

（税込）         \5,400,000 うち消費税相当額           \400,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,183,000

（税込）         \5,597,640 うち消費税相当額           \414,640

（４）         \4,562,471低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,927,468 うち消費税相当額           \364,997

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 2017002311 入札日時 平成30年 1月31日　　午前09時40分

人母地区島田農地災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　人母　地内

期間 平成30年 2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         \4,000,000                                     落札

田中組　代表者　田中　勲2         \4,020,000                   

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊3         \4,030,000                   

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安4         \4,020,000                   

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功5         \4,030,000                   
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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）         \4,000,000

（税込）         \4,320,000 うち消費税相当額           \320,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,040,000

（税込）         \4,363,200 うち消費税相当額           \323,200

（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 2017002296 入札日時 平成30年 1月31日　　午前09時45分

蓑谷地区農道・農地災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　蓑谷　地内

期間 平成30年 2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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \2,390,000                                     落札

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉2         \2,410,000                   

㈱健名組　代表取締役　健名　智博3         \2,400,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博4         \2,410,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作5         \2,408,000                   
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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）         \2,390,000

（税込）         \2,581,200 うち消費税相当額           \191,200

（３）予定価格 （税抜）         \2,415,000

（税込）         \2,608,200 うち消費税相当額           \193,200

（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 2017002327 入札日時 平成30年 1月31日　　午前09時50分

東西原地区農地災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　東西原　地内

期間 平成30年 2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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1                   辞退

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2                   辞退

㈱健名組　代表取締役　健名　智博3                   辞退

中越興業㈱　代表取締役　山下　博4         \2,160,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作5         \2,150,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作

（２）落札額 （税抜）         \2,150,000

（税込）         \2,322,000 うち消費税相当額           \172,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,173,000

（税込）         \2,346,840 うち消費税相当額           \173,840

（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 2017002233 入札日時 平成30年 1月31日　　午前09時55分

南砺市民病院夜間常駐警備業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　井波　地内

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成32年 3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

アルコット㈱　代表取締役　浅野　瑞1        \15,840,000                   

㈱オフィスケィ　代表取締役　川岸　広幸2        \15,800,000                   

太平ビルサービス㈱　富山支店　支店長　鈴木
　三郎

3        \15,860,000                   

富山県綜合警備保障㈱　代表取締役社長　髙木
　哲弘

4        \15,180,000                                     落札

富山総合ビルセンター㈱　代表取締役　羽柴　
俊成

5        \15,862,000                   

㈱パトロード富山　代表取締役　成伯　仁志6        \15,862,000                   

㈱ホクタテ　代表取締役　西田　隆文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

富山県綜合警備保障㈱　代表取締役社長　髙木　哲弘

（２）落札額 （税抜）        \15,180,000

（税込）        \16,394,400 うち消費税相当額         \1,214,400

（３）予定価格 （税抜）        \15,862,000

（税込）        \17,130,960 うち消費税相当額         \1,268,960

（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 2017002200 入札日時 平成30年 1月31日　　午前10時00分

南砺市立病院清掃業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市民病院・公立南砺中央病院

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成32年 3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

アルコット㈱　代表取締役　浅野　瑞1        \74,820,000                   

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学2        \74,640,000                                     落札

新星㈱　代表取締役　森　重雄3        \74,700,000                   

太平ビルサービス㈱　富山支店　支店長　鈴木
　三郎

4        \74,750,000                   

富山総合ビルセンター㈱　代表取締役　羽柴　
俊成

5        \74,800,000                   

㈱不二ビル　代表取締役　齋藤　富治6        \74,850,000                   

㈱ホクタテ　代表取締役　西田　隆文7        \74,820,000                   

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

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学

（２）落札額 （税抜）        \74,640,000

（税込）        \80,611,200 うち消費税相当額         \5,971,200

（３）予定価格 （税抜）        \74,930,000

（税込）        \80,924,400 うち消費税相当額         \5,994,400

（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 2017002201 入札日時 平成30年 1月31日　　午前10時05分

診療所清掃業務委託
委託業務名

履行場所 南砺家庭・地域医療センターほか

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成32年 3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

アルコット㈱　代表取締役　浅野　瑞1         \4,827,000                   

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学2         \4,790,000                                     落札

新星㈱　代表取締役　森　重雄3         \4,800,000                   

太平ビルサービス㈱　富山支店　支店長　鈴木
　三郎

4         \4,810,000                   

富山総合ビルセンター㈱　代表取締役　羽柴　
俊成

5         \4,828,000                   

㈱不二ビル　代表取締役　齋藤　富治6         \4,820,000                   

㈱ホクタテ　代表取締役　西田　隆文7         \4,805,000                   

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

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学

（２）落札額 （税抜）         \4,790,000

（税込）         \5,173,200 うち消費税相当額           \383,200

（３）予定価格 （税抜）         \4,831,000

（税込）         \5,217,480 うち消費税相当額           \386,480

（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 2017002291 入札日時 平成30年 1月31日　　午前10時10分

庁内用iPadタブレット購入
件名

納入場所 南砺市福野庁舎ほか

納入期限 平成30年 3月16日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

東電池㈱　北陸支店　支店長　中野　一1                   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         \5,136,900                                     落札

ＮＥＣフィールディング㈱　富山営業所　富山
営業所長　佐藤　弘幸

3         \6,000,000                   

クオリカ㈱　ＭＡ事業本部　営業統括部　部長
　小島　勲

4                   辞退

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

5                   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

6         \5,440,000                   

富士ゼロックス北陸㈱　富山支店　富山支店長
　氷見　崇

7         \5,481,000                   

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

㈱インテック　行政システム事業本部　本部長　牧野　賢藏

（２）落札額 （税抜）         \5,136,900

（税込）         \5,547,852 うち消費税相当額           \410,952

（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３０年１月３１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

安達建設㈱

中越興業㈱

40,050,000

円

40,070,000

(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。

円

110.00

2.7452

請 負
対 象 額

110.00

2
2

1

摘　要

1
43,254,000

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

順位

円円

南砺市 林道　地内

平成３０年　３月２７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

小矢部川圏域総合流域防災事業　城端地域バイパス
水路整備その２工事

第2017002333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３０年　１月３１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

38,598,288 35,739,156

円

43,297,200 40,090,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

2.7466
落札
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