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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001080 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時05分

地方創生道整備推進交付金事業　市道坂上上百瀬線道路改良その９工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村上百瀬　地内

期間 平成30年 7月18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

越飛建設㈱　代表取締役　中河　公伸1        \17,400,000                   

㈱城岸組　代表取締役　城岸　栄2        \17,350,000                   

野原建設㈱　代表取締役　野原　一司3        \17,300,000                                     落札

米澤工業㈱　代表取締役　米澤　秀起4        \17,450,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

野原建設㈱　代表取締役　野原　一司

（２）落札額 （税抜）        \17,300,000

（税込）        \18,684,000 うち消費税相当額         \1,384,000

（３）予定価格 （税抜）        \17,500,000

（税込）        \18,900,000 うち消費税相当額         \1,400,000

（４）        \15,423,114低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \16,656,963 うち消費税相当額         \1,233,849

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 2018001012 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時10分

市道坂下閑乗寺線道路改良その４工事
件名

施行場所 南砺市　井波外二入会　地内

期間 平成30年 7月18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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1        \12,280,000                   

㈱嶋組　代表取締役　嶋　喜彦2        \12,200,000                                     落札

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博3        \12,300,000                   

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣4        \12,300,000                   

藤井工業㈱　代表取締役　藤井　圭一5        \12,250,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱嶋組　代表取締役　嶋　喜彦

（２）落札額 （税抜）        \12,200,000

（税込）        \13,176,000 うち消費税相当額           \976,000

（３）予定価格 （税抜）        \12,400,000

（税込）        \13,392,000 うち消費税相当額           \992,000

（４）        \10,888,839低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \11,759,946 うち消費税相当額           \871,107

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 2018001026 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時15分

社会資本整備総合交付金事業　市道下出入谷線道路改良その１０工事
件名

施行場所 南砺市　入谷　地内

期間 平成30年 7月18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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1        \12,140,000                   

㈱岡部　代表取締役社長　岡部　竜一2        \12,100,000                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3        \12,050,000                   

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴4        \12,180,000                   

㈱中村組　代表取締役　中村　義之5        \12,000,000                                     落札

㈱長田組　代表取締役　長田　一政6        \12,150,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱中村組　代表取締役　中村　義之

（２）落札額 （税抜）        \12,000,000

（税込）        \12,960,000 うち消費税相当額           \960,000

（３）予定価格 （税抜）        \12,200,000

（税込）        \13,176,000 うち消費税相当額           \976,000

（４）        \10,734,469低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \11,593,226 うち消費税相当額           \858,757

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 2018001065 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時20分

公共下水道事業　福光（天神町）地内マンホール蓋取替修繕工事
件名

施行場所 南砺市　福光（天神町）　地内

期間 平成30年 7月18日　から　平成30年10月26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         \6,650,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志

（２）落札額 （税抜）         \6,650,000

（税込）         \7,182,000 うち消費税相当額           \532,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,656,000

（税込）         \7,188,480 うち消費税相当額           \532,480

（４）         \5,807,518低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,272,119 うち消費税相当額           \464,601

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 2018001084 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時25分

社会資本整備総合交付金事業　城端駅前広場線その３工事
件名

施行場所 南砺市　是安　地内

期間 平成30年 7月18日　から　平成30年 9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

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作1         \4,780,000                                     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）         \4,780,000

（税込）         \5,162,400 うち消費税相当額           \382,400

（３）予定価格 （税抜）         \4,825,000

（税込）         \5,211,000 うち消費税相当額           \386,000

（４）         \4,206,499低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,543,018 うち消費税相当額           \336,519

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 2018000954 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時30分

旧上平診療所解体工事
件名

施行場所 南砺市　西赤尾町　地内

期間 平成30年 7月18日　から　平成30年 9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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \6,580,000                                     落札

㈲清水重建　代表取締役　清水　雅樹2         \6,630,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博3         \6,630,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作4         \6,628,000                   

㈱羽馬　代表取締役　羽馬　博文5         \6,600,000                   

㈱松本建材　代表取締役　松本　一総6         \6,625,000                   

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生7         \6,620,000                   
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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）         \6,580,000

（税込）         \7,106,400 うち消費税相当額           \526,400

（３）予定価格 （税抜）         \6,639,000

（税込）         \7,170,120 うち消費税相当額           \531,120

（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 2018001108 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時35分

井口蛇喰地内配水管更新工事
件名

施行場所 南砺市　蛇喰　地内

期間 平成30年 7月18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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　登1         \7,380,000                                     落札

実研工業㈱　代表取締役　水口　實2         \7,410,000                   

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦3         \7,400,000                   

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司4         \7,410,000                   

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生5         \7,410,000                   

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和6         \7,420,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣7         \7,400,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　登

（２）落札額 （税抜）         \7,380,000

（税込）         \7,970,400 うち消費税相当額           \590,400

（３）予定価格 （税抜）         \7,440,000

（税込）         \8,035,200 うち消費税相当額           \595,200

（４）         \6,596,495低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,124,214 うち消費税相当額           \527,719

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 2018001079 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時40分

社会資本整備総合交付金事業　市道南町神明線消雪管リフレッシュ工事
件名

施行場所 南砺市　城端（野下）　地内

期間 平成30年 7月18日　から　平成30年 9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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \4,780,000                   

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2         \4,770,000                   

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一3         \4,760,000                   

実研工業㈱　代表取締役　水口　實4         \4,770,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博5         \4,750,000                                     落札

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦6         \4,790,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣7         \4,770,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

中越興業㈱　代表取締役　山下　博

（２）落札額 （税抜）         \4,750,000

（税込）         \5,130,000 うち消費税相当額           \380,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,794,000

（税込）         \5,177,520 うち消費税相当額           \383,520

（４）         \4,186,322低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,521,227 うち消費税相当額           \334,905

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 2018001064 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時45分

上平デイサービスセンター車椅子介護浴槽設置工事
件名

施行場所 南砺市　上平細島　地内

期間 平成30年 7月18日　から　平成30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

荒井建設合資会社　代表社員　荒井　昇1         \2,007,000                   

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治2         \2,014,000                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3         \2,013,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉4         \2,018,000                   

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生5         \2,000,000                                     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）         \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）         \2,020,000

（税込）         \2,181,600 うち消費税相当額           \161,600

（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 2018001060 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時50分

新五箇山温泉ふれあい温室解体工事
件名

施行場所 南砺市　大崩島　地内

期間 平成30年 7月18日　から　平成30年 8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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1         \2,380,000                   

㈱岡部　代表取締役社長　岡部　竜一2         \2,360,000                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3         \2,365,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉4         \2,385,000                   

㈱中村組　代表取締役　中村　義之5         \2,350,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱中村組　代表取締役　中村　義之

（２）落札額 （税抜）         \2,350,000

（税込）         \2,538,000 うち消費税相当額           \188,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,387,000

（税込）         \2,577,960 うち消費税相当額           \190,960

（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 2018001136 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時00分

公立南砺中央病院貫流ボイラー缶体修繕工事
件名

施行場所 南砺市　梅野　地内

期間 平成30年 7月18日　から　平成30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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志1         \3,225,000                   

㈱健名組　代表取締役　健名　智博2         \3,230,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \3,230,000                   

ナカシマ設備工業㈱　代表取締役　中島　修一4         \3,200,000                                     落札

㈱ヨシダ　代表取締役　吉田　俊朗5         \3,220,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

ナカシマ設備工業㈱　代表取締役　中島　修一

（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）         \3,249,000

（税込）         \3,508,920 うち消費税相当額           \259,920

（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　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 2018001077 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時05分

社会資本整備総合交付金事業　市道南町グランド線消雪管リフレッシュ工事
件名

施行場所 南砺市　城端（南町）　地内

期間 平成30年 7月18日　から　平成30年 9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

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸1         \3,270,000                   

㈱健名組　代表取締役　健名　智博2         \3,260,000                   

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一3         \3,230,000                                     落札

ナカシマ設備工業㈱　代表取締役　中島　修一4         \3,270,000                   

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二5         \3,240,000                   

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）         \3,230,000

（税込）         \3,488,400 うち消費税相当額           \258,400

（３）予定価格 （税抜）         \3,280,000

（税込）         \3,542,400 うち消費税相当額           \262,400

（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 2018001031 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時10分

ＩＯＸ－ＡＲＯＳＡスキー場合併浄化槽攪拌施設取替工事
件名

施行場所 南砺市　才川七　地内

期間 平成30年 7月18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

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸1         \3,230,000                   

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \3,220,000                   

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次3         \3,200,000                                     落札

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久4         \3,225,000                   

ナカシマ設備工業㈱　代表取締役　中島　修一5         \3,230,000                   

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

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次

（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）         \3,250,000

（税込）         \3,510,000 うち消費税相当額           \260,000

（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 2018001105 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時15分

市道中横町二日町２号線配水管敷設工事
件名

施行場所 南砺市　二日町　地内

期間 平成30年 7月18日　から　平成30年 9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

イマエダ電設　今枝　一郎1         \3,056,000                   

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \3,065,000                   

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫3         \3,050,000                   

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣4         \3,062,000                   

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5         \3,040,000                                     落札

6

7

8

9

10
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12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和

（２）落札額 （税抜）         \3,040,000

（税込）         \3,283,200 うち消費税相当額           \243,200

（３）予定価格 （税抜）         \3,070,000

（税込）         \3,315,600 うち消費税相当額           \245,600

（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 2018001088 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時20分

スターフォレスト利賀給湯器修繕工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村坂上　地内

期間 平成30年 7月18日　から　平成30年 9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

荒井建設合資会社　代表社員　荒井　昇1         \1,620,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉2         \1,620,000                   

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生3         \1,630,000                   

㈱米倉組　代表取締役　米倉　康則4         \1,600,000                                     落札

米澤工業㈱　代表取締役　米澤　秀起5         \1,610,000                   

6

7

8

9
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12
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱米倉組　代表取締役　米倉　康則

（２）落札額 （税抜）         \1,600,000

（税込）         \1,728,000 うち消費税相当額           \128,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,640,000

（税込）         \1,771,200 うち消費税相当額           \131,200

（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　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 2018000927 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時25分

クリゾンテム住宅外部階段塗装工事
件名

施行場所 南砺市　松原新　地内

期間 平成30年 7月18日　から　平成30年 9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

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔1         \3,810,000                                     落札

大塚塗装㈱　代表取締役　大塚　正樹2         \3,830,000                   

㈲大西塗装工業　代表取締役　大西　充洋3         \3,850,000                   

川田工業㈱　代表取締役社長　川田　忠裕4                   辞退

三村塗装㈱　代表取締役　三村　美枝子5         \3,850,000                   

6

7

8

9

10
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13

14
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔

（２）落札額 （税抜）         \3,810,000

（税込）         \4,114,800 うち消費税相当額           \304,800

（３）予定価格 （税抜）         \3,870,000

（税込）         \4,179,600 うち消費税相当額           \309,600

（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 2018001053 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時30分

福光プール自動塩素供給装置等更新工事
件名

施行場所 南砺市　法林寺　地内

期間 平成30年 7月18日　から　平成30年10月19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         \2,790,000                                     落札

川田工業㈱　代表取締役社長　川田　忠裕2                   辞退

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次3         \2,800,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司4         \2,800,000                   

㈱日東　南砺支店　支店長　湯浅　幸雄5         \2,810,000                   

6

7

8

9

10
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12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　登

（２）落札額 （税抜）         \2,790,000

（税込）         \3,013,200 うち消費税相当額           \223,200

（３）予定価格 （税抜）         \2,830,000

（税込）         \3,056,400 うち消費税相当額           \226,400

（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 2018001117 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時35分

たいらクロスカントリー場管理棟放送設備改修工事
件名

施行場所 南砺市 小来栖 地内

期間 平成30年 7月18日　から　平成30年10月24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         \2,855,000                   

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之2         \2,810,000                   

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

3         \2,830,000                   

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次4         \2,830,000                   

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二5         \2,800,000                                     落札

6

7
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二

（２）落札額 （税抜）         \2,800,000

（税込）         \3,024,000 うち消費税相当額           \224,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,865,000

（税込）         \3,094,200 うち消費税相当額           \229,200

（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　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 2018001057 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時40分

福光会館防火シャッター危害防止装置設置工事
件名

施行場所 南砺市　福光　地内

期間 平成30年 7月18日　から　平成30年 8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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志1         \3,613,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \3,600,000                   

実研工業㈱　代表取締役　水口　實3         \3,610,000                   

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治4         \3,600,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩5         \3,590,000                                     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

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩

（２）落札額 （税抜）         \3,590,000

（税込）         \3,877,200 うち消費税相当額           \287,200

（３）予定価格 （税抜）         \3,630,000

（税込）         \3,920,400 うち消費税相当額           \290,400

（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 2018001062 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時45分

社会資本整備総合交付金事業　市道寺家高儀線測量設計・用地測量業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　二日町　地内

履行期限 平成30年 7月18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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \6,550,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2         \6,600,000                   

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹3         \6,600,000                   

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店　支店長
　安田　健一

4         \6,600,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男5         \6,500,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏6         \6,400,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二7         \6,600,000                   

8

9

10

11
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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）         \6,400,000

（税込）         \6,912,000 うち消費税相当額           \512,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,700,000

（税込）         \7,236,000 うち消費税相当額           \536,000

（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 2018001027 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時50分

社会資本整備総合交付金事業　市道橋梁２期点検その８業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　桂　地内ほか

履行期限 平成30年 7月18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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

1         \8,000,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男2         \7,950,000                   

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

3         \7,700,000                                     落札

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

4         \8,000,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5         \7,950,000                   

大日本コンサルタント㈱　北陸支社　執行役員
支社長　渡辺　正三

6         \7,980,000                   

㈱日本海コンサルタント　富山支店　支店長　
田原　雅夫

7         \8,120,000                   

8

9
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷　修

（２）落札額 （税抜）         \7,700,000

（税込）         \8,316,000 うち消費税相当額           \616,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,124,000

（税込）         \8,773,920 うち消費税相当額           \649,920

（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　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 2018001109 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時55分

大西・森清配水池緊急遮断弁設置設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　大西・森清　地内

履行期限 平成30年 7月18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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

1         \8,000,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男2         \7,700,000                   

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

3         \8,000,000                   

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

4         \8,000,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5         \7,800,000                   

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　大
村　隆

6         \7,600,000                                     落札

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　利田　清宣7         \7,800,000                   

8

9

10
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　大村　隆

（２）落札額 （税抜）         \7,600,000

（税込）         \8,208,000 うち消費税相当額           \608,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,020,000

（税込）         \8,661,600 うち消費税相当額           \641,600

（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 2018001086 入札日時 平成30年 7月17日　　午前11時00分

利賀村大勘場地内水源調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　利賀村大勘場　地内

履行期限 平成30年 7月18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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

1         \3,350,000                   

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

2         \3,350,000                   

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

3         \3,300,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \3,250,000                                     落札

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　大
村　隆

5         \3,340,000                   

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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（２）落札額 （税抜）         \3,250,000

（税込）         \3,510,000 うち消費税相当額           \260,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,400,000

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

（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 2018001001 入札日時 平成30年 7月17日　　午前11時05分

大窪地内耐震性貯水槽設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　大窪　地内

履行期限 平成30年 7月18日　から　平成30年 8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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1           \680,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2           \700,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3           \700,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4           \680,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5           \660,000                                     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

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二

（２）落札額 （税抜）           \660,000

（税込）           \712,800 うち消費税相当額            \52,800

（３）予定価格 （税抜）           \704,000

（税込）           \760,320 うち消費税相当額            \56,320

（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　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 2018001056 入札日時 平成30年 7月17日　　午前11時10分

南砺市地域包括ケアセンター定期清掃業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　北川　地内

履行期限 平成30年 7月18日　から　平成31年 3月18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

㈱アドバンス北陸サービス　富山営業所　所長
　杉本　清

1         \1,550,000                                     落札

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学2         \1,590,000                   

㈲オダビルサービス　代表取締役　織田　清信3         \1,570,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4         \1,580,000                   

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司5         \1,570,000                   

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

㈱アドバンス北陸サービス　富山営業所　所長　杉本　清

（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）         \1,600,000

（税込）         \1,728,000 うち消費税相当額           \128,000

（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 2018001063 入札日時 平成30年 7月17日　　午前11時15分

上平デイサービスセンター車椅子介護浴槽購入
件名

納入場所 南砺市上平デイサービスセンター

納入期限 平成30年10月19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         \4,800,000                   

サカヰ産業㈱　福岡営業所　所長　長南　伸一2         \4,885,000                   

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦3         \4,850,000                   

㈲津田医療器　代表取締役　津田　晋也4                   辞退

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩5         \4,950,000                   

㈱永田メディカル　高岡営業所　取締役社長　
久湊　勝巳

6         \4,750,000                   

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

7         \4,680,000                                     落札

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

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規明

（２）落札額 （税抜）         \4,680,000

（税込）         \5,054,400 うち消費税相当額           \374,400

（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
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001093 入札日時 平成30年 7月17日　　午前11時20分

たいらスキー場圧雪車購入
件名

納入場所 南砺市たいらスキー場

納入期限 平成31年 1月15日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱大原鉄工所　代表取締役社長　大原　興人1        \34,200,000                   

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎2        \34,150,000                   

ＪＦＥプラントエンジ㈱　営業本部　索道営業
部長　小川　磨水

3                   辞退

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎4        \33,900,000                                     落札

日本ケーブル㈱　長野支店　執行役員長野支店
長　小澤　弘一

5                   辞退

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

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎

（２）落札額 （税抜）        \33,900,000

（税込）        \36,612,000 うち消費税相当額         \2,712,000

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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平成３０年７月１７日入札

入 札 結 果 公 表

総合評価方式による契約分

入札及び契約経過（件名別）



総合評価方式工事

落札
60,372,000

1.9643

落札　（採用）　金額(税込）
金　額

契 約 番 号消費税を含む額

円

53,701,342 49,723,465

円

60,501,600 56,020,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

平成３０年度　　南砺市発注工事　　入札及び契約過程

特定環境保全公共下水道事業　立野原東地内第５工
区管渠工事

第2018000979号上下水道課

消費税を除く額

指名の理由

契約方法

調 査
基準価格

土木一式
入札日時 午前　９時００分

南砺市建設工事条件付一般競争入札要領に基づく

条件付一般競争入札
平成３０年　７月１７日

まで

発 注 工 種

調 査
の 経 緯

順位

円円

南砺市　立野原東　地内

平成３０年１１月２２日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

円

110.00

1.9678

請 負
対 象 額

110.00

1
2

1

摘　要

2

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

(注）２　摘要欄の（　　）は、上段は技術評価点、下段は評価値を示す。　　　

(注）１　上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の８％に相当する額を加算した額である。

安達建設㈱

中越興業㈱

56,000,000

円

55,900,000
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