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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002059 入札日時 平成29年12月15日　　午前09時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道竹林宮後線道路改良その４工事
件名

施行場所 南砺市　竹林　地内

期間 平成29年12月18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

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

1        \23,270,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久2        \23,250,000                   

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一3        \23,330,000                   

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功4        \23,300,000                   

㈱森組　代表取締役　森　雄一5        \23,230,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱森組　代表取締役　森　雄一

（２）落札額 （税抜）        \23,230,000

（税込）        \25,088,400 うち消費税相当額         \1,858,400

（３）予定価格 （税抜）        \23,510,000

（税込）        \25,390,800 うち消費税相当額         \1,880,800

（４）        \20,886,683低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \22,557,617 うち消費税相当額         \1,670,934

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

1



   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017001986 入札日時 平成29年12月15日　　午前09時05分

社会資本整備総合交付金事業　市道井波環状線道路改良その３工事
件名

施行場所 南砺市　坪野　地内

期間 平成29年12月18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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1        \14,400,000                                     落札

㈱嶋組　代表取締役　嶋　喜彦2        \14,420,000                   

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博3                   失格

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣4        \14,480,000                   

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之5        \14,450,000                   
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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）        \14,400,000

（税込）        \15,552,000 うち消費税相当額         \1,152,000

（３）予定価格 （税抜）        \14,540,000

（税込）        \15,703,200 うち消費税相当額         \1,163,200

（４）        \12,876,316低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \13,906,421 うち消費税相当額         \1,030,105

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
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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002019 入札日時 平成29年12月15日　　午前09時10分

谷配水池フェンス取替工事
件名

施行場所 南砺市　戸板　地内

期間 平成29年12月18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

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

㈱嶋組　代表取締役　嶋　喜彦2         \2,050,000                   

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博3         \2,030,000                   

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之4         \2,060,000                   

藤井工業㈱　代表取締役　藤井　圭一5         \2,020,000                   

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）         \2,000,000

（税込）         \2,160,000 うち消費税相当額           \160,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,080,000

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

（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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002028 入札日時 平成29年12月15日　　午前09時15分

社会資本整備総合交付金事業　都市計画道路百町二日町線詳細設計その２業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　苗島　地内

履行期限 平成29年12月18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         \3,260,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2         \3,300,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \3,300,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \3,200,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \3,250,000                   
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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）         \3,200,000

（税込）         \3,456,000 うち消費税相当額           \256,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,326,000

（税込）         \3,592,080 うち消費税相当額           \266,080

（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 2017001995 入札日時 平成29年12月15日　　午前09時20分

公立南砺中央病院磁気共鳴画像診断装置購入
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

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
竹谷　明夫

1        \88,000,000                                     落札

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫2        \88,000,000                                     くじ引き

㈱中川医療器械　代表取締役社長　中川　直実3        \89,500,000                   

㈱永田メディカル　高岡営業所　取締役社長　
久湊　勝巳

4        \88,800,000                   

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5        \89,700,000                   

丸文通商㈱　富山支店　取締役支店長　大森　
政浩

6                   辞退

㈱ミタス　富山支店　支店長　小嶋　康人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

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　竹谷　明夫

（２）落札額 （税抜）        \88,000,000

（税込）        \95,040,000 うち消費税相当額         \7,040,000

（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　主査　田中　輝美
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