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   1 頁

入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002222 入札日時 平成30年 1月15日　　午前09時00分

ゆ～ゆうランド花椿露天風呂改修工事
件名

施行場所 南砺市　井口　地内

期間 平成30年 1月16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

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣1         \6,698,000                                     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）         \6,698,000

（税込）         \7,233,840 うち消費税相当額           \535,840

（３）予定価格 （税抜）         \6,752,000

（税込）         \7,292,160 うち消費税相当額           \540,160

（４）         \6,076,800低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,562,944 うち消費税相当額           \486,144

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 2017002205 入札日時 平成30年 1月15日　　午前09時05分

南砺市立福光中学校自動火災報知設備更新工事
件名

施行場所 南砺市立福光中学校

期間 平成30年 1月16日　から　平成30年 3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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \2,960,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \2,970,000                   

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治3         \2,950,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4         \2,970,000                   

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男5         \2,980,000                   
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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）         \2,950,000

（税込）         \3,186,000 うち消費税相当額           \236,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,990,000

（税込）         \3,229,200 うち消費税相当額           \239,200

（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 2017002202 入札日時 平成30年 1月15日　　午前09時10分

南砺市立井口中学校防火シャッター修繕工事
件名

施行場所 南砺市立井口中学校

期間 平成30年 1月16日　から　平成30年 3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

川田工業㈱　代表取締役社長　川田　忠裕1                   辞退

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦2         \2,100,000                                     落札

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男3         \2,120,000                   

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔4         \2,110,000                   

㈲森田電気商会　代表取締役　森田　松司5         \2,120,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦

（２）落札額 （税抜）         \2,100,000

（税込）         \2,268,000 うち消費税相当額           \168,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,140,000

（税込）         \2,311,200 うち消費税相当額           \171,200

（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 2017002223 入札日時 平成30年 1月15日　　午前09時15分

社会資本整備総合交付金事業　都市計画道路荒木線消雪施設設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　荒木　地内

履行期限 平成30年 1月16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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \3,500,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2         \3,600,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \3,500,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \3,450,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \3,580,000                   
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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）         \3,450,000

（税込）         \3,726,000 うち消費税相当額           \276,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,648,000

（税込）         \3,939,840 うち消費税相当額           \291,840

（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 2017002213 入札日時 平成30年 1月15日　　午前09時20分

社会資本整備総合交付金事業　都市計画道路松原柴田屋線消雪施設設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　松原新、福野　地内

履行期限 平成30年 1月16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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \3,500,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2         \3,500,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \3,500,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \3,400,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \3,480,000                   
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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）         \3,400,000

（税込）         \3,672,000 うち消費税相当額           \272,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,577,000

（税込）         \3,863,160 うち消費税相当額           \286,160

（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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