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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002635 入札日時 平成30年 3月28日　　午前09時05分

福光美術館窓ガラス等定期清掃業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　法林寺　地内

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成31年 3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

㈱アドバンス北陸サービス　富山営業所　所長
　杉本　清

1         \1,355,000                   

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学2         \1,340,000                                     落札

㈲オダビルサービス　代表取締役　織田　清信3         \1,348,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4         \1,352,000                   

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司5         \1,350,000                   
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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）         \1,340,000

（税込）         \1,447,200 うち消費税相当額           \107,200

（３）予定価格 （税抜）         \1,361,000

（税込）         \1,469,880 うち消費税相当額           \108,880

（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　主査　田中　輝美

IP54P180
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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002641 入札日時 平成30年 3月28日　　午前09時10分

特定環境保全公共下水道事業　浄化センター保守点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　下梨　地内ほか

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成31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

㈱環境理研　代表取締役　出村　興治1        \19,320,000                   

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春2        \19,330,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3        \19,200,000                                     落札

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二4        \19,290,000                   

㈱北陸技研　代表取締役　平尾　進5        \19,300,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

6        \19,250,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣7        \19,300,000                   
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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）        \19,200,000

（税込）        \20,736,000 うち消費税相当額         \1,536,000

（３）予定価格 （税抜）        \19,388,000

（税込）        \20,939,040 うち消費税相当額         \1,551,040

（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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002620 入札日時 平成30年 3月28日　　午前09時15分

農業集落排水事業　福光地区処理施設保守点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　土生新　地内ほか

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成31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

㈱環境理研　代表取締役　出村　興治1         \9,045,000                   

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春2         \9,045,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \9,030,000                   

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二4         \9,020,000                   

㈱北陸技研　代表取締役　平尾　進5         \9,040,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

6         \9,000,000                                     落札

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣7         \9,030,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東　文雄

（２）落札額 （税抜）         \9,000,000

（税込）         \9,720,000 うち消費税相当額           \720,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,049,000

（税込）         \9,772,920 うち消費税相当額           \723,920

（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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002626 入札日時 平成30年 3月28日　　午前09時20分

農業集落排水事業　平地区処理施設保守点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　下出　地内

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成31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

㈱環境理研　代表取締役　出村　興治1         \7,820,000                   

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春2         \7,800,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \7,750,000                   

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二4         \7,790,000                   

㈱北陸技研　代表取締役　平尾　進5         \7,800,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

6         \7,700,000                                     落札

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣7         \7,780,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東　文雄

（２）落札額 （税抜）         \7,700,000

（税込）         \8,316,000 うち消費税相当額           \616,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,865,000

（税込）         \8,494,200 うち消費税相当額           \629,200

（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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002625 入札日時 平成30年 3月28日　　午前09時25分

農業集落排水事業　利賀地区処理施設保守点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　利賀村百瀬川　地内ほか

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成31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

㈱環境理研　代表取締役　出村　興治1         \7,100,000                   

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春2         \7,080,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \7,050,000                   

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二4         \7,100,000                   

㈱北陸技研　代表取締役　平尾　進5         \7,120,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

6         \7,000,000                                     落札

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣7         \7,030,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東　文雄

（２）落札額 （税抜）         \7,000,000

（税込）         \7,560,000 うち消費税相当額           \560,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,140,000

（税込）         \7,711,200 うち消費税相当額           \571,200

（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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002629 入札日時 平成30年 3月28日　　午前09時30分

農業集落排水事業　上平地区処理施設保守点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　猪谷　地内ほか

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成31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

㈱環境理研　代表取締役　出村　興治1         \6,600,000                   

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春2         \6,580,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \6,560,000                                     落札

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二4         \6,610,000                   

㈱北陸技研　代表取締役　平尾　進5         \6,590,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

6         \6,580,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣7         \6,600,000                   
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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）         \6,560,000

（税込）         \7,084,800 うち消費税相当額           \524,800

（３）予定価格 （税抜）         \6,630,000

（税込）         \7,160,400 うち消費税相当額           \530,400

（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 2017002636 入札日時 平成30年 3月28日　　午前09時35分

林業集落排水事業　処理施設保守点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　利賀村大勘場　地内ほか

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成31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

㈱環境理研　代表取締役　出村　興治1         \3,520,000                   

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春2         \3,480,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \3,490,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

4         \3,470,000                                     落札

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \3,500,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東　文雄

（２）落札額 （税抜）         \3,470,000

（税込）         \3,747,600 うち消費税相当額           \277,600

（３）予定価格 （税抜）         \3,543,000

（税込）         \3,826,440 うち消費税相当額           \283,440

（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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002623 入札日時 平成30年 3月28日　　午前09時40分

農業集落排水事業　福野地区処理施設保守点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　田尻・柴田屋上津　地内

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成31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

㈱環境理研　代表取締役　出村　興治1         \3,510,000                   

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春2         \3,520,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \3,480,000                                     落札

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

4         \3,500,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \3,500,000                   
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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）         \3,480,000

（税込）         \3,758,400 うち消費税相当額           \278,400

（３）予定価格 （税抜）         \3,540,000

（税込）         \3,823,200 うち消費税相当額           \283,200

（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 2017002622 入札日時 平成30年 3月28日　　午前09時45分

農業集落排水事業　城端地区処理施設保守点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　北野　地内

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成31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

㈱環境理研　代表取締役　出村　興治1         \3,300,000                   

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春2         \3,300,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \3,280,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

4         \3,260,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \3,250,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣

（２）落札額 （税抜）         \3,250,000

（税込）         \3,510,000 うち消費税相当額           \260,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,316,000

（税込）         \3,581,280 うち消費税相当額           \265,280

（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 2017002642 入札日時 平成30年 3月28日　　午前09時50分

個別合併浄化槽設置事業　城端地区合併浄化槽保守点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　中尾　地内ほか

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成31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

㈱環境理研　代表取締役　出村　興治1         \2,590,000                   

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春2         \2,590,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \2,570,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

4         \2,570,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \2,550,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣

（２）落札額 （税抜）         \2,550,000

（税込）         \2,754,000 うち消費税相当額           \204,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,602,000

（税込）         \2,810,160 うち消費税相当額           \208,160

（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 2017002627 入札日時 平成30年 3月28日　　午前09時55分

公共・特環下水道事業　マンホールポンプ場ほか維持管理業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成31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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1        \11,690,000                   

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春2        \11,650,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3        \11,660,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

4        \11,660,000                   

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　明道　
将人

5        \11,600,000                                     落札

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

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　明道　将人

（２）落札額 （税抜）        \11,600,000

（税込）        \12,528,000 うち消費税相当額           \928,000

（３）予定価格 （税抜）        \11,730,000

（税込）        \12,668,400 うち消費税相当額           \938,400

（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 2017002628 入札日時 平成30年 3月28日　　午前10時00分

農業・林業集落排水事業　マンホールポンプ場ほか維持管理業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 平成30年 4月 1日　から　平成31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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \6,640,000                   

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春2         \6,650,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3         \6,640,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

4         \6,620,000                   

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　明道　
将人

5         \6,600,000                                     落札

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

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　明道　将人

（２）落札額 （税抜）         \6,600,000

（税込）         \7,128,000 うち消費税相当額           \528,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,681,000

（税込）         \7,215,480 うち消費税相当額           \534,480

（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　主査　田中　輝美

IP54P180
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平成３０年３月２８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

落札
79,380,000

1.4962

落札　（採用）　金額(税込）
金　額

契 約 番 号消費税を含む額

円

71,279,765 65,999,783

円

79,423,200 73,540,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

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３工事

第2017002649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　３月２８日

まで

発 注 工 種

調 査
の 経 緯

順位

円円

南砺市 林道　地内

平成３０年１２月１４日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

円

110.00

1.4966

請 負
対 象 額

110.00

1
2

1

摘　要

2
79,401,600

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

(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。

安達建設㈱

中越興業㈱

73,520,000

円

73,500,000
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