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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002586 入札日時 平成30年 3月13日　　午前09時00分

２９災１１１号市道田向湯谷線道路災害復旧その３工事
件名

施行場所 南砺市　田向　地内

期間 平成30年 3月14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

荒井建設合資会社　代表社員　荒井　昇1        \16,280,000                   

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治2        \16,180,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉3        \16,200,000                   

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴4        \16,200,000                   

㈱長田組　代表取締役　長田　一政5        \16,100,000                                     落札

㈱羽馬　代表取締役　羽馬　博文6        \16,250,000                   

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生7        \16,250,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱長田組　代表取締役　長田　一政

（２）落札額 （税抜）        \16,100,000

（税込）        \17,388,000 うち消費税相当額         \1,288,000

（３）予定価格 （税抜）        \16,300,000

（税込）        \17,604,000 うち消費税相当額         \1,304,000

（４）        \14,439,114低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \15,594,243 うち消費税相当額         \1,155,129

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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002564 入札日時 平成30年 3月13日　　午前09時05分

２９災１０９号市道田向湯谷線道路災害復旧その１工事
件名

施行場所 南砺市　田向　地内

期間 平成30年 3月14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

荒井建設合資会社　代表社員　荒井　昇1        \15,880,000                   

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治2        \15,800,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉3        \15,800,000                   

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴4        \15,750,000                   

㈱長田組　代表取締役　長田　一政5        \15,700,000                                     落札

㈱羽馬　代表取締役　羽馬　博文6        \15,810,000                   

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生7        \15,850,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱長田組　代表取締役　長田　一政

（２）落札額 （税抜）        \15,700,000

（税込）        \16,956,000 うち消費税相当額         \1,256,000

（３）予定価格 （税抜）        \15,910,000

（税込）        \17,182,800 うち消費税相当額         \1,272,800

（４）        \14,092,006低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \15,219,366 うち消費税相当額         \1,127,360

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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002585 入札日時 平成30年 3月13日　　午前09時10分

２９災１１０号市道田向湯谷線道路災害復旧その２工事
件名

施行場所 南砺市　田向　地内

期間 平成30年 3月14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

荒井建設合資会社　代表社員　荒井　昇1        \10,520,000                   

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治2        \10,450,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉3        \10,470,000                   

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴4        \10,400,000                                     落札

㈱長田組　代表取締役　長田　一政5        \10,420,000                   

㈱羽馬　代表取締役　羽馬　博文6        \10,500,000                   

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生7        \10,500,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴

（２）落札額 （税抜）        \10,400,000

（税込）        \11,232,000 うち消費税相当額           \832,000

（３）予定価格 （税抜）        \10,550,000

（税込）        \11,394,000 うち消費税相当額           \844,000

（４）         \9,312,065低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,057,030 うち消費税相当額           \744,965

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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002523 入札日時 平成30年 3月13日　　午前09時15分

公立南砺中央病院一般廃棄物収集運搬業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　梅野　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

㈲石田興業　代表取締役　石田　與次1         \1,794,000                   

坂次吉夫　坂次　吉夫2         \1,563,600                   

㈱新陸運輸　代表取締役　古瀬　喜八郎3         \1,500,000                                     落札

㈱南砺工業所　代表取締役　上埜　慎也4         \1,788,000                   

㈱松本建材　代表取締役　松本　一総5         \1,810,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱新陸運輸　代表取締役　古瀬　喜八郎

（２）落札額 （税抜）         \1,500,000

（税込）         \1,620,000 うち消費税相当額           \120,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,958,000

（税込）         \2,114,640 うち消費税相当額           \156,640

（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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入札結果及び経過
平成29年度 契約番号 2017002507 入札日時 平成30年 3月13日　　午前09時20分

広報なんと印刷製本
件名

納入場所 市民協働部南砺で暮らしません課

納入期限 平成31年 3月25日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱アヤト　南砺営業所　所長　川越　郁夫1         \7,387,200                                     落札

㈱チューエツ　印刷営業部砺波出張所　印刷営
業部長　常川　幸夫

2         \7,785,000                   

㈲ナカダ印刷　代表取締役　村中　幹男3         \7,615,200                   

㈲プランニングオフィスグローブ　代表取締役
　山﨑　俊昭

4         \8,680,000                   

牧印刷㈱　代表取締役　牧　秀輔5         \8,040,000                   

㈲明和印刷　代表取締役　大西　大紀6         \7,640,000                   

㈲山田雲煙堂印刷所　取締役社長　山田　隆7                   辞退

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

㈱アヤト　南砺営業所　所長　川越　郁夫

（２）落札額 （税抜）         \7,387,200

（税込）         \7,978,176 うち消費税相当額           \590,976

（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
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