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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002428 入札日時 平成30年 2月14日　　午前09時00分

林道高成２号線１号災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　成出　地内

期間 平成30年 2月15日　から　平成30年 3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

荒井建設合資会社　代表社員　荒井　昇1        \21,570,000                   

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治2        \21,540,000                                     落札

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉3        \21,550,000                   

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴4        \21,550,000                   

㈱長田組　代表取締役　長田　一政5        \21,560,000                   

㈱羽馬　代表取締役　羽馬　博文6        \21,580,000                   

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生7                   無効
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治

（２）落札額 （税抜）        \21,540,000

（税込）        \23,263,200 うち消費税相当額         \1,723,200

（３）予定価格 （税抜）        \21,590,000

（税込）        \23,317,200 うち消費税相当額         \1,727,200

（４）        \19,141,118低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \20,672,407 うち消費税相当額         \1,531,289

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 2017002408 入札日時 平成30年 2月14日　　午前09時05分

林道西赤尾線１号災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　西赤尾町　地内

期間 平成30年 2月15日　から　平成30年 3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

荒井建設合資会社　代表社員　荒井　昇1        \11,270,000                   

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治2        \11,240,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉3        \11,250,000                   

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴4        \11,250,000                   

㈱長田組　代表取締役　長田　一政5        \11,260,000                   

㈱羽馬　代表取締役　羽馬　博文6        \11,280,000                   

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生7        \11,200,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生

（２）落札額 （税抜）        \11,200,000

（税込）        \12,096,000 うち消費税相当額           \896,000

（３）予定価格 （税抜）        \11,290,000

（税込）        \12,193,200 うち消費税相当額           \903,200

（４）         \9,959,083低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,755,809 うち消費税相当額           \796,726

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 2017002417 入札日時 平成30年 2月14日　　午前09時10分

林道医王線１号災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　小二又外　地内

期間 平成30年 2月15日　から　平成30年 3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

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸1         \8,900,000                                     落札

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \8,980,000                   

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

3         \8,930,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久4         \8,950,000                   

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊5         \9,000,000                   

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一6         \8,970,000                   

㈱森組　代表取締役　森　雄一7         \8,990,000                   
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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）         \8,900,000

（税込）         \9,612,000 うち消費税相当額           \712,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,034,000

（税込）         \9,756,720 うち消費税相当額           \722,720

（４）         \7,968,736低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,606,234 うち消費税相当額           \637,498

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 2017002410 入札日時 平成30年 2月14日　　午前09時15分

林道高清水線２号災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　大崩島　地内

期間 平成30年 2月15日　から　平成30年 3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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1         \8,920,000                   

㈱岡部　代表取締役　稲積　欣治2         \8,900,000                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3         \8,870,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉4         \8,970,000                   

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴5         \8,900,000                   

㈱中村組　代表取締役　中村　義之6         \8,850,000                                     落札

㈱長田組　代表取締役　長田　一政7         \8,950,000                   
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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）         \8,850,000

（税込）         \9,558,000 うち消費税相当額           \708,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,984,000

（税込）         \9,702,720 うち消費税相当額           \718,720

（４）         \7,912,410低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,545,402 うち消費税相当額           \632,992

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 2017002409 入札日時 平成30年 2月14日　　午前09時20分

林道高清水線１号災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　大鋸屋　地内

期間 平成30年 2月15日　から　平成30年 3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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \4,860,000                   

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉2         \4,900,000                   

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦3         \4,880,000                   

㈱健名組　代表取締役　健名　智博4         \4,900,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博5         \4,850,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作6         \4,830,000                                     落札

㈲山本土石　代表取締役　山本　実7         \4,920,000                   
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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）         \4,830,000

（税込）         \5,216,400 うち消費税相当額           \386,400

（３）予定価格 （税抜）         \4,958,000

（税込）         \5,354,640 うち消費税相当額           \396,640

（４）         \4,361,996低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,710,955 うち消費税相当額           \348,959

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 2017002418 入札日時 平成30年 2月14日　　午前09時40分

大鋸屋地区水路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　大鋸屋　地内

期間 平成30年 2月15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         \2,765,000                   

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉2         \2,740,000                                     落札

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一3         \2,770,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博4         \2,760,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作5         \2,750,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉

（２）落札額 （税抜）         \2,740,000

（税込）         \2,959,200 うち消費税相当額           \219,200

（３）予定価格 （税抜）         \2,780,000

（税込）         \3,002,400 うち消費税相当額           \222,400

（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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002415 入札日時 平成30年 2月14日　　午前09時25分

林道ふれあいの森線１号、２号災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村大勘場　地内

期間 平成30年 2月15日　から　平成30年 3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

㈱上田組　代表取締役　上田　英夫1         \9,800,000                                     落札

越飛建設㈱　代表取締役　中河　公伸2         \9,880,000                   

㈱城岸組　代表取締役　城岸　栄3         \9,890,000                   

中山工業㈱　代表取締役　中山　慎仁4         \9,840,000                   

㈱野原組　代表取締役　野原　宏史5         \9,860,000                   

㈱米倉組　代表取締役　米倉　康則6         \9,900,000                   

米澤工業㈱　代表取締役　米澤　秀起7         \9,890,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱上田組　代表取締役　上田　英夫

（２）落札額 （税抜）         \9,800,000

（税込）        \10,584,000 うち消費税相当額           \784,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,922,000

（税込）        \10,715,760 うち消費税相当額           \793,760

（４）         \8,744,355低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \9,443,903 うち消費税相当額           \699,548

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 2017002411 入札日時 平成30年 2月14日　　午前09時30分

林道城福線１号災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　臼中　地内

期間 平成30年 2月15日　から　平成30年 3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

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸1         \6,900,000                   

立野原建設㈱　代表取締役社長　秀永　欣亮2         \6,900,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \6,870,000                                     落札

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊4         \6,950,000                   

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一5         \6,930,000                   

㈱松本建材　代表取締役　松本　一総6         \6,890,000                   

㈱森組　代表取締役　森　雄一7         \6,920,000                   
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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）         \6,870,000

（税込）         \7,419,600 うち消費税相当額           \549,600

（３）予定価格 （税抜）         \6,972,000

（税込）         \7,529,760 うち消費税相当額           \557,760

（４）         \6,139,740低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,630,919 うち消費税相当額           \491,179

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 2017002399 入札日時 平成30年 2月14日　　午前09時35分

社会資本整備総合交付金事業　閑乗寺公園旧休憩施設解体工事
件名

施行場所 南砺市　井波外二入会　地内

期間 平成30年 2月15日　から　平成30年 3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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1         \2,880,000                   

㈲昭信機工　代表取締役　長谷　みつる2         \2,860,000                   

㈱嶋組　代表取締役　嶋　喜彦3         \2,900,000                   

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣4         \2,900,000                   

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之5         \2,850,000                                     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）         \2,850,000

（税込）         \3,078,000 うち消費税相当額           \228,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,916,000

（税込）         \3,149,280 うち消費税相当額           \233,280

（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 2017002393 入札日時 平成30年 2月14日　　午前09時45分

赤祖父頭首工管理用道路・農地災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　川上中　地内

期間 平成30年 2月15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         \2,250,000                                     落札

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2         \2,260,000                   

㈱健名組　代表取締役　健名　智博3         \2,260,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作4         \2,265,000                   

㈲山本土石　代表取締役　山本　実5         \2,270,000                   
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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）         \2,250,000

（税込）         \2,430,000 うち消費税相当額           \180,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,272,000

（税込）         \2,453,760 うち消費税相当額           \181,760

（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 2017002413 入札日時 平成30年 2月14日　　午前09時50分

正谷地区水路管理用通路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　正谷　地内

期間 平成30年 2月15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         \1,345,000                                     落札

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉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                   辞退

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作5         \1,348,000                   

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）         \1,345,000

（税込）         \1,452,600 うち消費税相当額           \107,600

（３）予定価格 （税抜）         \1,348,000

（税込）         \1,455,840 うち消費税相当額           \107,840

（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 2017002338 入札日時 平成30年 2月14日　　午前09時55分

社会資本整備総合交付金事業　閑乗寺公園管理棟再整備実施設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　井波外二入会　地内

履行期限 平成30年 2月15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

川合設計事務所　代表　川合　均1         \1,255,000                   

㈲建築倶楽部　・　取締役　藤井　一彦2         \1,240,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏3         \1,280,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二4         \1,280,000                   

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \1,260,000                   

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

㈲建築倶楽部　・　取締役　藤井　一彦

（２）落札額 （税抜）         \1,240,000

（税込）         \1,339,200 うち消費税相当額            \99,200

（３）予定価格 （税抜）         \1,296,000

（税込）         \1,399,680 うち消費税相当額           \103,680

（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 2017002368 入札日時 平成30年 2月14日　　午前10時00分

市道坂下閑乗寺線修正測量設計業務その２委託
委託業務名

履行場所 南砺市　井波外二入会　地内

履行期限 平成30年 2月15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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \2,560,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2         \2,600,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \2,600,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \2,500,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \2,600,000                   

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）         \2,500,000

（税込）         \2,700,000 うち消費税相当額           \200,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,635,000

（税込）         \2,845,800 うち消費税相当額           \210,800

（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 2017002400 入札日時 平成30年 2月14日　　午前10時10分

地域おこし協力隊活動車両リース
件名

施行場所 市民協働部南砺で暮らしません課

期間 平成30年 2月15日　から　平成33年 2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

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         \2,332,800                                     落札

㈲稲垣自動車　代表取締役　本間　龍信3                   辞退

㈲松井自動車工業　代表取締役　稲葉　勝宏4                   辞退

㈲吉田モータース　代表取締役　吉田　進5         \2,728,800                   

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

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵

（２）落札額 （税抜）         \2,332,800

（税込）         \2,519,424 うち消費税相当額           \186,624

（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 2017002381 入札日時 平成30年 2月14日　　午前10時15分

なんと議会だより印刷製本
件名

納入場所 南砺市役所各行政センターほか

納入期限 平成31年 1月25日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱アヤト　南砺営業所　所長　川越　郁夫1         \1,497,760                   

㈲ナカダ印刷　代表取締役　村中　幹男2         \1,391,040                                     落札

㈲プランニングオフィスグローブ　代表取締役
　山﨑　俊昭

3         \1,500,000                   

牧印刷㈱　代表取締役　牧　秀輔4         \1,784,800                   

㈲明和印刷　代表取締役　大西　大紀5         \1,508,800                   

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

㈲ナカダ印刷　代表取締役　村中　幹男

（２）落札額 （税抜）         \1,391,040

（税込）         \1,502,323 うち消費税相当額           \111,283

（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 2017002352 入札日時 平成30年 2月14日　　午前10時20分

公立南砺中央病院人工膝関節用ナビゲーションシステム購入
件名

納入場所 公立南砺中央病院

納入期限 平成30年 4月20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        \22,500,000                   

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
竹谷　明夫

2        \20,500,000                   

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3        \21,000,000                   

㈱中川医療器械　代表取締役社長　中川　直実4        \21,700,000                   

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5        \19,700,000                                     落札

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6        \22,000,000                   

㈱ミタス　富山支店　支店長　小嶋　康人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

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹

（２）落札額 （税抜）        \19,700,000

（税込）        \21,276,000 うち消費税相当額         \1,576,000

（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 2017002371 入札日時 平成30年 2月14日　　午前10時25分

公立南砺中央病院泌尿器科検診台購入
件名

納入場所 公立南砺中央病院

納入期限 平成30年 3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         \2,430,000                   

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
竹谷　明夫

2         \2,520,000                   

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3         \2,080,000                                     落札

㈱中川医療器械　代表取締役社長　中川　直実4         \2,480,000                   

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5         \2,400,000                   

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6         \2,530,000                   

㈱ミタス　富山支店　支店長　小嶋　康人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

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫

（２）落札額 （税抜）         \2,080,000

（税込）         \2,246,400 うち消費税相当額           \166,400

（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 2017002397 入札日時 平成30年 2月14日　　午前10時30分

訪問看護ステーション活動用車両購入
件名

納入場所 南砺市訪問看護ステーション

納入期限 平成30年 3月28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         \1,258,000                                     落札

㈲稲垣自動車　代表取締役　本間　龍信3         \1,390,000                   

㈲松井自動車工業　代表取締役　稲葉　勝宏4                   辞退

㈲吉田モータース　代表取締役　吉田　進5         \1,328,600                   

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

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵

（２）落札額 （税抜）         \1,258,000

（税込）         \1,358,640 うち消費税相当額           \100,640

（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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