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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001515 入札日時 平成30年 9月13日　　午前09時00分

電源立地地域対策交付金事業　市道下村線雪崩防止柵設置工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30年11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

㈱城岸組　代表取締役　城岸　栄1        \16,580,000                   

㈱野原組　代表取締役　野原　宏史2        \16,500,000                                     落札

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣3        \16,550,000                   

㈱米倉組　代表取締役　米倉　康則4        \16,590,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱野原組　代表取締役　野原　宏史

（２）落札額 （税抜）        \16,500,000

（税込）        \17,820,000 うち消費税相当額         \1,320,000

（３）予定価格 （税抜）        \16,680,000

（税込）        \18,014,400 うち消費税相当額         \1,334,400

（４）        \14,645,240低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \15,816,859 うち消費税相当額         \1,171,619

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　副主幹　田中　輝美

IP54P180

1



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001511 入札日時 平成30年 9月13日　　午前09時05分

市道新屋３号線道路改良工事
件名

施行場所 南砺市　新屋　地内

期間 平成30年 9月14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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1        \12,570,000                   

荒井建設合資会社　代表社員　荒井　昇2        \12,550,000                   

㈱羽馬　代表取締役　羽馬　博文3        \12,548,000                   

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生4        \12,500,000                                     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）        \12,500,000

（税込）        \13,500,000 うち消費税相当額         \1,000,000

（３）予定価格 （税抜）        \12,600,000

（税込）        \13,608,000 うち消費税相当額         \1,008,000

（４）        \11,080,968低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \11,967,445 うち消費税相当額           \886,477

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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001565 入札日時 平成30年 9月13日　　午前09時10分

社会資本整備総合交付金事業　市道東島庚申塚線石湯前橋工事
件名

施行場所 南砺市　北川・松島　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成31年 3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

㈱嶋組　代表取締役　嶋　喜彦1         \7,790,000                   

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣2         \7,750,000                                     落札

藤井工業㈱　代表取締役　藤井　圭一3         \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

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣

（２）落札額 （税抜）         \7,750,000

（税込）         \8,370,000 うち消費税相当額           \620,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,818,000

（税込）         \8,443,440 うち消費税相当額           \625,440

（４）         \6,839,255低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,386,395 うち消費税相当額           \547,140

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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001570 入札日時 平成30年 9月13日　　午前09時15分

福野Ｂ＆Ｇ海洋センター屋根等改修工事
件名

施行場所 南砺市　苗島　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30年12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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1        \22,950,000                   

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔2        \22,850,000                   

川田工業㈱　代表取締役社長　川田　忠裕3        \22,700,000                                     落札

㈱神能工務店　代表取締役　神能　晃4        \22,830,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

川田工業㈱　代表取締役社長　川田　忠裕

（２）落札額 （税抜）        \22,700,000

（税込）        \24,516,000 うち消費税相当額         \1,816,000

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001258 入札日時 平成30年 9月13日　　午前09時20分

旧北山田保育園改修工事
件名

施行場所 南砺市　宗守　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30年12月21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

チューモク㈱　代表取締役　澤田　喜朗1        \12,400,000                   

中越鉄工㈱　代表取締役　西村　仁2        \12,380,000                   

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一3        \12,400,000                   

㈱森組　代表取締役　森　雄一4        \12,350,000                                     落札

盛田工務店　代表者　盛田　正則5        \12,420,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱森組　代表取締役　森　雄一

（２）落札額 （税抜）        \12,350,000

（税込）        \13,338,000 うち消費税相当額           \988,000

（３）予定価格 （税抜）        \12,500,000

（税込）        \13,500,000 うち消費税相当額         \1,000,000

（４）        \11,250,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \12,150,000 うち消費税相当額           \900,000

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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001583 入札日時 平成30年 9月13日　　午前09時25分

市道高畠城端栄町線配水管更新その１工事
件名

施行場所 南砺市　是安　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30年12月14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        \14,400,000                   

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2        \14,410,000                   

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一3        \14,420,000                   

実研工業㈱　代表取締役　水口　實4        \14,380,000                                     落札

中越興業㈱　代表取締役　山下　博5        \14,410,000                   

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦6        \14,430,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣7        \14,425,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

実研工業㈱　代表取締役　水口　實

（２）落札額 （税抜）        \14,380,000

（税込）        \15,530,400 うち消費税相当額         \1,150,400

（３）予定価格 （税抜）        \14,460,000

（税込）        \15,616,800 うち消費税相当額         \1,156,800

（４）        \12,874,705低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \13,904,681 うち消費税相当額         \1,029,976

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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001576 入札日時 平成30年 9月13日　　午前09時30分

福光豊栄橋配水管更新工事
件名

施行場所 南砺市　福光天神町・高宮　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30年11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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志1        \13,780,000                   

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治2        \13,750,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3        \13,800,000                   
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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）        \13,750,000

（税込）        \14,850,000 うち消費税相当額         \1,100,000

（３）予定価格 （税抜）        \13,880,000

（税込）        \14,990,400 うち消費税相当額         \1,110,400

（４）        \12,363,309低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \13,352,373 うち消費税相当額           \989,064

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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001586 入札日時 平成30年 9月13日　　午前09時35分

社会資本整備総合交付金事業　市道堀之内１号線外消雪管リフレッシュ工事
件名

施行場所 南砺市　井波　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30年12月 7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         \7,550,000                                     落札

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博2         \7,630,000                   

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫3         \7,600,000                   

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣4                   辞退

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生5         \7,600,000                   

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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸

（２）落札額 （税抜）         \7,550,000

（税込）         \8,154,000 うち消費税相当額           \604,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,708,000

（税込）         \8,324,640 うち消費税相当額           \616,640

（４）         \6,742,056低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,281,420 うち消費税相当額           \539,364

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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001601 入札日時 平成30年 9月13日　　午前09時40分

社会資本整備総合交付金事業　市道石動道出村道線消雪管リフレッシュ工事
件名

施行場所 南砺市　井波・北川　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30年12月 7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         \6,000,000                   

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博2         \5,980,000                   

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫3         \6,030,000                   

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣4                   辞退

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之5         \5,950,000                                     落札

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生6         \6,050,000                   

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

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之

（２）落札額 （税抜）         \5,950,000

（税込）         \6,426,000 うち消費税相当額           \476,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,100,000

（税込）         \6,588,000 うち消費税相当額           \488,000

（４）         \5,316,116低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,741,405 うち消費税相当額           \425,289

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　副主幹　田中　輝美

IP54P180

9



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001589 入札日時 平成30年 9月13日　　午前09時45分

城端駅周辺整備事業　城端駅前消雪配管工事
件名

施行場所 南砺市　是安　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \5,600,000                                     落札

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2         \5,630,000                   

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一3         \5,640,000                   

実研工業㈱　代表取締役　水口　實4         \5,620,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博5         \5,630,000                   

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦6         \5,650,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣7         \5,635,000                   
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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）         \5,600,000

（税込）         \6,048,000 うち消費税相当額           \448,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,658,000

（税込）         \6,110,640 うち消費税相当額           \452,640

（４）         \4,940,844低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,336,111 うち消費税相当額           \395,267

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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001513 入札日時 平成30年 9月13日　　午前09時50分

特定環境保全公共下水道事業　立野原東地内舗装本復旧その２工事
件名

施行場所 南砺市　立野原東　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30年12月14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        \10,300,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作2        \10,250,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作

（２）落札額 （税抜）        \10,250,000

（税込）        \11,070,000 うち消費税相当額           \820,000

（３）予定価格 （税抜）        \10,410,000

（税込）        \11,242,800 うち消費税相当額           \832,800

（４）         \9,095,562低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \9,823,206 うち消費税相当額           \727,644

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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001483 入札日時 平成30年 9月13日　　午前09時55分

南砺市立井波小学校体育館屋根塗装修繕工事
件名

施行場所 南砺市　山見　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30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

大塚塗装㈱　代表取締役　大塚　正樹1        \11,980,000                   

㈲大西塗装工業　代表取締役　大西　充洋2        \12,100,000                   

オキタ塗装店　沖田　仁3        \12,000,000                   

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之4        \11,900,000                                     落札

藤井工業㈱　代表取締役　藤井　圭一5        \12,100,000                   

松本塗装工業㈱　代表取締役　松本　久雄6        \12,000,000                   

㈲山田建装　代表取締役　山田　賢史7        \12,000,000                   

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

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之

（２）落札額 （税抜）        \11,900,000

（税込）        \12,852,000 うち消費税相当額           \952,000

（３）予定価格 （税抜）        \12,210,000

（税込）        \13,186,800 うち消費税相当額           \976,800

（４）        \10,989,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \11,868,120 うち消費税相当額           \879,120

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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001572 入札日時 平成30年 9月13日　　午前10時00分

五領島配水池水位調整弁取替工事
件名

施行場所 南砺市　五領島　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成31年 2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         \5,370,000                   

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次2         \5,390,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \5,390,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

4         \5,400,000                   

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

5         \5,330,000                                     落札

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生6         \5,350,000                   

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　山本　泰久

（２）落札額 （税抜）         \5,330,000

（税込）         \5,756,400 うち消費税相当額           \426,400

（３）予定価格 （税抜）         \5,440,000

（税込）         \5,875,200 うち消費税相当額           \435,200

（４）         \4,896,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,287,680 うち消費税相当額           \391,680

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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001490 入札日時 平成30年 9月13日　　午前10時05分

特定環境保全公共下水道事業　殿地内管渠工事
件名

施行場所 南砺市　殿　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30年11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

イマエダ電設　今枝　一郎1         \4,215,000                   

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \4,200,000                                     落札

田中組　代表者　田中　勲3         \4,210,000                   

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治4         \4,220,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩5         \4,218,000                   

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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志

（２）落札額 （税抜）         \4,200,000

（税込）         \4,536,000 うち消費税相当額           \336,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,228,000

（税込）         \4,566,240 うち消費税相当額           \338,240

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001542 入札日時 平成30年 9月13日　　午前10時10分

たいらスキー場クラブハウス外壁改修工事
件名

施行場所 南砺市　梨谷　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30年11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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1         \3,730,000                   

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉2         \3,750,000                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3         \3,740,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉4         \3,720,000                                     落札

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \3,750,000                   

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

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉

（２）落札額 （税抜）         \3,720,000

（税込）         \4,017,600 うち消費税相当額           \297,600

（３）予定価格 （税抜）         \3,775,000

（税込）         \4,077,000 うち消費税相当額           \302,000

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001593 入札日時 平成30年 9月13日　　午前10時15分

市道上梨小原線猪谷谷橋上部工工事に伴う配水管移転工事
件名

施行場所 南砺市　猪谷　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志1         \4,160,000                   

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一2         \4,120,000                                     落札

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3         \4,150,000                   

㈱中村組　代表取締役　中村　義之4         \4,180,000                   

㈱米倉組　代表取締役　米倉　康則5         \4,160,000                   

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

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一

（２）落札額 （税抜）         \4,120,000

（税込）         \4,449,600 うち消費税相当額           \329,600

（３）予定価格 （税抜）         \4,170,000

（税込）         \4,503,600 うち消費税相当額           \333,600

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001546 入札日時 平成30年 9月13日　　午前10時20分

たいらクロスカントリー場管理棟暖房設備改修工事
件名

施行場所 南砺市　小来栖　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30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

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一1         \3,484,600                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之2         \3,482,000                                     落札

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉3         \3,484,800                   

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴4         \3,484,000                   

㈱中村組　代表取締役　中村　義之5         \3,484,300                   

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

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之

（２）落札額 （税抜）         \3,482,000

（税込）         \3,760,560 うち消費税相当額           \278,560

（３）予定価格 （税抜）         \3,485,000

（税込）         \3,763,800 うち消費税相当額           \278,800

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001582 入札日時 平成30年 9月13日　　午前10時25分

公共下水道事業　福光（神田町）地内舗装本復旧工事
件名

施行場所 南砺市　福光（神田町）　地内

期間 平成30年 9月14日　から　平成30年11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

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人1         \2,340,000                   

㈱佐藤渡辺　福光営業所　所長　田中　茂2         \2,350,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康3         \2,340,000                   

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

㈱森組　代表取締役　森　雄一5         \2,335,000                   

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

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久

（２）落札額 （税抜）         \2,330,000

（税込）         \2,516,400 うち消費税相当額           \186,400

（３）予定価格 （税抜）         \2,369,000

（税込）         \2,558,520 うち消費税相当額           \189,520

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001611 入札日時 平成30年 9月13日　　午前10時30分

史跡越中五箇山菅沼集落保存活用計画策定支援業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　菅沼　地内

履行期限 平成30年 9月14日　から　平成31年 3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

川合設計事務所　代表　川合　均1         \2,350,000                   

㈲建築倶楽部　・　取締役　藤井　一彦2         \2,390,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏3         \2,300,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二4         \2,350,000                   

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \2,380,000                   

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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（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）         \2,430,000

（税込）         \2,624,400 うち消費税相当額           \194,400

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001516 入札日時 平成30年 9月13日　　午前10時35分

南砺市立小中学校特殊建築物定期調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市立福野小学校ほか３校

履行期限 平成30年 9月14日　から　平成30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

川合設計事務所　代表　川合　均1         \2,200,000                   

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

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　利田　清宣3         \2,280,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二4         \2,250,000                   

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \2,180,000                                     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

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　秀二

（２）落札額 （税抜）         \2,180,000

（税込）         \2,354,400 うち消費税相当額           \174,400

（３）予定価格 （税抜）         \2,284,000

（税込）         \2,466,720 うち消費税相当額           \182,720

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001555 入札日時 平成30年 9月13日　　午前10時40分

社会資本整備総合交付金事業　南砺市小規模橋梁点検その４業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　福野　地内ほか

履行期限 平成30年 9月14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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

1         \9,000,000                   

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹2         \8,900,000                   

㈱建技　南砺支店　支店長　橋詰　哲也3         \9,000,000                   

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店　支店長
　安田　健一

4         \9,050,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男5         \8,900,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏6         \8,700,000                                     落札

北陸航測㈱　南砺支店　支店長　小倉　清紀7         \8,800,000                   

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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（２）落札額 （税抜）         \8,700,000

（税込）         \9,396,000 うち消費税相当額           \696,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,105,000

（税込）         \9,833,400 うち消費税相当額           \728,400

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001580 入札日時 平成30年 9月13日　　午前10時45分

社会資本整備総合交付金事業　南砺市小規模橋梁点検その５業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　井波　地内ほか

履行期限 平成30年 9月14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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

1         \7,700,000                   

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹2         \7,600,000                   

㈱建技　南砺支店　支店長　橋詰　哲也3         \7,700,000                   

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店　支店長
　安田　健一

4         \7,400,000                                     落札

㈱宏和　代表取締役　堀　英男5         \7,500,000                   

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

6         \7,700,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏7         \7,600,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店　支店長　安田　健一

（２）落札額 （税抜）         \7,400,000

（税込）         \7,992,000 うち消費税相当額           \592,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,782,000

（税込）         \8,404,560 うち消費税相当額           \622,560

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001508 入札日時 平成30年 9月13日　　午前10時50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　地内ほか

履行期限 平成30年 9月14日　から　平成30年11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

㈱アースクリーン２１　代表取締役　原田　義
夫

1           \917,000                   

小矢部浄化㈱　代表取締役　髙野　邦弘2           \910,000                   

㈱高岡市衛生公社　代表取締役社長　島　小一3           \912,000                   

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司4           \905,000                                     落札

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二5           \908,000                   
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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）           \905,000

（税込）           \977,400 うち消費税相当額            \72,400

（３）予定価格 （税抜）           \920,000

（税込）           \993,600 うち消費税相当額            \73,600

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001616 入札日時 平成30年 9月13日　　午前10時55分

平成３０年度地域おこし協力隊活動車両リース
件名

施行場所 南砺市役所南砺で暮らしません課

期間 平成30年 9月14日　から　平成35年10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

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵1         \1,950,000                   

㈱協栄モータース　代表取締役　本田　幸浩2         \1,602,000                                     落札

㈲晩田モータース　代表取締役　晩田　啓人3         \2,244,000                   

㈱ビックモーター石崎　代表取締役　石崎　忠
和

4         \2,352,000                   

㈲福野自工　代表取締役　梅木　隆太5         \2,540,000                   

㈲山根モータース　代表取締役　山根　秀元6         \1,995,000                   

㈲吉田モータース　代表取締役　吉田　進7                   辞退
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱協栄モータース　代表取締役　本田　幸浩

（２）落札額 （税抜）         \1,602,000

（税込）         \1,730,160 うち消費税相当額           \128,160

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001510 入札日時 平成30年 9月13日　　午前11時00分

平診療所歯科パノラマＸ線撮影機器等購入
件名

納入場所 平診療所

納入期限 平成30年12月13日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱ＡＤＩ．Ｇ　富山支店　支店長　杉田　俊広1         \4,340,000                                     落札

㈱佐波　富山支店　専務取締役　佐波　秀康2         \4,930,000                   

㈱永田メディカル　高岡営業所　取締役社長　
久湊　勝巳

3         \4,900,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱ＡＤＩ．Ｇ　富山支店　支店長　杉田　俊広

（２）落札額 （税抜）         \4,340,000

（税込）         \4,687,200 うち消費税相当額           \347,200

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001479 入札日時 平成30年 9月13日　　午前11時05分

利賀診療所診断用Ｘ線装置購入
件名

納入場所 利賀診療所

納入期限 平成30年12月13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         \4,150,000                   

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
竹谷　明夫

2         \4,180,000                   

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3                   辞退

㈱中川医療器械　代表取締役社長　中川　直実4         \4,230,000                   

㈱永田メディカル　高岡営業所　取締役社長　
久湊　勝巳

5         \4,130,000                   

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹6         \4,250,000                   

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

7         \4,080,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規明

（２）落札額 （税抜）         \4,080,000

（税込）         \4,406,400 うち消費税相当額           \326,400

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180

26



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001482 入札日時 平成30年 9月13日　　午前11時10分

南砺家庭・地域医療センター心電図検査装置購入
件名

納入場所 南砺家庭・地域医療センター

納入期限 平成30年12月13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         \1,980,000                   

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
竹谷　明夫

2         \2,100,000                   

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3         \2,050,000                   

㈱中川医療器械　代表取締役社長　中川　直実4         \2,160,000                   

㈱永田メディカル　高岡営業所　取締役社長　
久湊　勝巳

5         \2,100,000                   

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹6         \2,130,000                   

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

7         \1,840,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規明

（２）落札額 （税抜）         \1,840,000

（税込）         \1,987,200 うち消費税相当額           \147,200

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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