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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002138 入札日時 平成29年12月26日　　午前09時00分

下水道事業　マンホールポンプ更新工事
件名

施行場所 南砺市　山見　地内ほか

期間 平成29年12月27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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \9,030,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \9,020,000                   

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治3         \9,048,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4         \9,050,000                   

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二5         \9,050,000                   

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔6         \9,000,000                                     落札

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　明道　
将人

7         \9,010,000                   

㈲森田電気商会　代表取締役　森田　松司8         \9,050,000                   
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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）         \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）         \9,070,000

（税込）         \9,795,600 うち消費税相当額           \725,600

（４）         \8,163,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,816,040 うち消費税相当額           \653,040

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 2017002092 入札日時 平成29年12月26日　　午前09時05分

公共下水道事業　是安地内管渠工事
件名

施行場所 南砺市　是安　地内

期間 平成29年12月27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

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉1         \2,900,000                   

㈱健名組　代表取締役　健名　智博2         \2,050,000                                     落札

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一3         \2,950,000                   

実研工業㈱　代表取締役　水口　實4         \2,390,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \2,950,000                   
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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）         \2,050,000

（税込）         \2,214,000 うち消費税相当額           \164,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,024,000

（税込）         \3,265,920 うち消費税相当額           \241,920

（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 2017002152 入札日時 平成29年12月26日　　午前09時10分

個別合併浄化槽設置事業　湯谷地内個別合併浄化槽設置工事
件名

施行場所 南砺市　湯谷　地内

期間 平成29年12月27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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　登1                   欠席

イマエダ電設　今枝　一郎2         \2,510,000                   

実研工業㈱　代表取締役　水口　實3         \2,495,000                   

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治4         \2,480,000                                     落札

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司5         \2,505,000                   
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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）         \2,480,000

（税込）         \2,678,400 うち消費税相当額           \198,400

（３）予定価格 （税抜）         \2,522,000

（税込）         \2,723,760 うち消費税相当額           \201,760

（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 2017002149 入札日時 平成29年12月26日　　午前09時15分

２９災５０号市道中ノ江岩木線道路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　岩木　地内

期間 平成29年12月27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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志1         \1,270,000                   

田中組　代表者　田中　勲2         \1,285,000                   

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊3         \1,280,000                   

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一4         \1,270,000                   

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功5         \1,260,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功

（２）落札額 （税抜）         \1,260,000

（税込）         \1,360,800 うち消費税相当額           \100,800

（３）予定価格 （税抜）         \1,292,000

（税込）         \1,395,360 うち消費税相当額           \103,360

（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 2017002125 入札日時 平成29年12月26日　　午前09時20分

特環下水道事業　上梨浄化センター　し渣脱水機修繕工事
件名

施行場所 南砺市　上梨　地内

期間 平成29年12月27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

㈱デニム　代表取締役　堀岡　友春1         \1,560,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司2         \1,550,000                                     落札

㈱日東　南砺支店　支店長　湯浅　幸雄3         \1,562,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

4         \1,557,000                   

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生5                   欠席
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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）         \1,550,000

（税込）         \1,674,000 うち消費税相当額           \124,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,572,000

（税込）         \1,697,760 うち消費税相当額           \125,760

（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 2017002073 入札日時 平成29年12月26日　　午前09時25分

地籍調査事業数値情報化業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　城端　地内

履行期限 平成29年12月27日　から　平成30年 3月 2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

㈱宏和　代表取締役　堀　英男1           \780,000                   

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

2           \780,000                   

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

3           \770,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4           \750,000                                     落札

㈱中部コンサルタント　代表取締役　高田　雅
彦

5                   辞退
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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）           \750,000

（税込）           \810,000 うち消費税相当額            \60,000

（３）予定価格 （税抜）           \790,000

（税込）           \853,200 うち消費税相当額            \63,200

（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 2017002143 入札日時 平成29年12月26日　　午前09時30分

南砺市道路台帳調製その６業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　苗島　地内ほか

履行期限 平成29年12月27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           \600,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2           \610,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3           \610,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4           \600,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5           \590,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二

（２）落札額 （税抜）           \590,000

（税込）           \637,200 うち消費税相当額            \47,200

（３）予定価格 （税抜）           \622,000

（税込）           \671,760 うち消費税相当額            \49,760

（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 2017002119 入札日時 平成29年12月26日　　午前09時35分

利賀総合センター解体工事設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　利賀村　地内

履行期限 平成29年12月27日　から　平成30年 3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

川合設計事務所　代表　川合　均1         \2,080,000                   

㈲建築倶楽部　・　取締役　藤井　一彦2         \1,950,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏3         \2,150,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二4         \2,150,000                   

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \2,050,000                   
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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）         \1,950,000

（税込）         \2,106,000 うち消費税相当額           \156,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,160,000

（税込）         \2,332,800 うち消費税相当額           \172,800

（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 2017002116 入札日時 平成29年12月26日　　午前09時40分

旧南山見保育園改修工事設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　川原崎　地内

履行期限 平成29年12月27日　から　平成30年 3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

川合設計事務所　代表　川合　均1           \490,000                   

㈲建築倶楽部　・　取締役　藤井　一彦2           \490,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏3           \500,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二4           \480,000                                     落札

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5           \495,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二

（２）落札額 （税抜）           \480,000

（税込）           \518,400 うち消費税相当額            \38,400

（３）予定価格 （税抜）           \504,000

（税込）           \544,320 うち消費税相当額            \40,320

（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 2017002113 入札日時 平成29年12月26日　　午前09時45分

市道福野駅前田線ほか街路樹剪定業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　やかた　地内ほか

履行期限 平成29年12月27日　から　平成30年 3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

㈲サカタニ造園土木　代表取締役　奥村　一則1         \4,870,000                   

㈲新樹造園　代表取締役　河合　耕一2         \4,850,000                                     落札

庭心苑　代表　水口　克也3         \4,900,000                   

㈱福光石工　代表取締役　常本　幸晴4         \4,900,000                   

雅環境造形　代表　河合　崇行5         \4,880,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈲新樹造園　代表取締役　河合　耕一

（２）落札額 （税抜）         \4,850,000

（税込）         \5,238,000 うち消費税相当額           \388,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,935,000

（税込）         \5,329,800 うち消費税相当額           \394,800

（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 2017002123 入札日時 平成29年12月26日　　午前09時50分

南砺市立井波中学校（２期）備品購入
件名

納入場所 南砺市立井波中学校

納入期限 平成30年 3月23日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱加藤建材　代表取締役　加藤　考一1         \4,850,000                   

カワイ書店　河合　覚2                   辞退

第一プロデュース㈱　代表取締役　釋永　一男3                   辞退

第一レンタル㈱　代表取締役　釋永　一男4                   辞退

㈱山田事務機　代表取締役　山田　孝5                   辞退

㈲山田文華堂　代表取締役　山田　繁人6                   辞退

山本紙茶店　山本　均7         \4,700,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

山本紙茶店　山本　均

（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

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 2017002118 入札日時 平成29年12月26日　　午前09時55分

南砺市立福光中部小学校備品購入
件名

納入場所 南砺市立福光中部小学校

納入期限 平成30年 2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

㈱片村書店　代表取締役　片村　喜久子1                   辞退

㈱加藤建材　代表取締役　加藤　考一2         \2,850,000                   

合同会社髙文堂書店　代表社員　高坂　武3         \3,535,000                   

第一プロデュース㈱　代表取締役　釋永　一男4                   辞退

㈱山田事務機　代表取締役　山田　孝5                   辞退

㈲山田文華堂　代表取締役　山田　繁人6                   辞退

山本紙茶店　山本　均7         \2,700,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

山本紙茶店　山本　均

（２）落札額 （税抜）         \2,700,000

（税込）         \2,916,000 うち消費税相当額           \216,000

（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 2017002096 入札日時 平成29年12月26日　　午前10時00分

公立南砺中央病院自動汚物容器洗浄装置購入
件名

納入場所 公立南砺中央病院

納入期限 平成30年 3月23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         \2,295,000                                     落札

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫2         \2,691,000                   

㈱中川医療器械　代表取締役社長　中川　直実3         \2,370,000                   

㈱永田メディカル　高岡営業所　取締役社長　
久湊　勝巳

4         \2,700,000                   

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5         \2,321,000                   

北酸㈱　代表取締役社長　山口　昌広6                   辞退

㈱ミタス　富山支店　支店長　小嶋　康人7         \3,000,000                   
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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）         \2,295,000

（税込）         \2,478,600 うち消費税相当額           \183,600

（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 2017002083 入札日時 平成29年12月26日　　午前10時05分

公立南砺中央病院乾式ホットパック加温器購入
件名

納入場所 公立南砺中央病院

納入期限 平成30年 2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

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
竹谷　明夫

1         \1,530,000                   

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫2                   辞退

㈱永田メディカル　高岡営業所　取締役社長　
久湊　勝巳

3         \1,380,000                                     落札

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹4         \1,500,000                   

㈱ミタス　富山支店　支店長　小嶋　康人5         \1,550,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱永田メディカル　高岡営業所　取締役社長　久湊　勝巳

（２）落札額 （税抜）         \1,380,000

（税込）         \1,490,400 うち消費税相当額           \110,400

（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 2017002007 入札日時 平成29年12月26日　　午前10時10分

公立南砺中央病院温冷配膳車購入
件名

納入場所 公立南砺中央病院

納入期限 平成30年 3月23日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱加藤建材　代表取締役　加藤　考一1         \8,500,000                   

カマタニ㈱　代表取締役　鎌谷　隆一2         \7,880,000                   

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一3         \7,870,000                                     落札

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦4         \7,950,000                   

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司5         \8,300,000                   

北酸㈱　代表取締役社長　山口　昌広6         \7,900,000                   

㈱ミヤシゲ　南砺営業所　所長　釣　光則7         \8,150,000                   
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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）         \7,870,000

（税込）         \8,499,600 うち消費税相当額           \629,600

（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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