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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001169 入札日時 平成30年 7月31日　　午前09時20分

たいらクロスカントリー場コース改修その２工事
件名

施行場所 南砺市　上松尾　地内ほか

期間 平成30年 8月 1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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1        \12,350,000                   

㈱岡部　代表取締役社長　岡部　竜一2        \12,400,000                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3        \12,370,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉4        \12,300,000                                     落札

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴5        \12,350,000                   

㈱中村組　代表取締役　中村　義之6        \12,380,000                   

㈱長田組　代表取締役　長田　一政7        \12,320,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉

（２）落札額 （税抜）        \12,300,000

（税込）        \13,284,000 うち消費税相当額           \984,000

（３）予定価格 （税抜）        \12,440,000

（税込）        \13,435,200 うち消費税相当額           \995,200

（４）        \10,905,888低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \11,778,359 うち消費税相当額           \872,471

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 2018001260 入札日時 平成30年 7月31日　　午前09時25分

社会資本整備総合交付金事業　市道高堀太美山線（下吉江・新邸）道路改良その１工事
件名

施行場所 南砺市　下吉江　地内

期間 平成30年 8月 1日　から　平成30年12月 7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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1        \12,080,000                   

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔2        \12,100,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人3        \12,000,000                                     落札

㈱神能工務店　代表取締役　神能　晃4        \12,100,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康5        \12,050,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人

（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）        \12,140,000

（税込）        \13,111,200 うち消費税相当額           \971,200

（４）        \10,655,963低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \11,508,440 うち消費税相当額           \852,477

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 2018001193 入札日時 平成30年 7月31日　　午前09時30分

福野児童センター「アルカス」駐車場増設工事
件名

施行場所 南砺市　二日町　地内

期間 平成30年 8月 1日　から　平成30年 9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

㈲清水重建　代表取締役　清水　雅樹1         \7,560,000                   

㈱神能工務店　代表取締役　神能　晃2         \7,540,000                                     落札

寺西建設　代表　寺西　利典3         \7,555,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱神能工務店　代表取締役　神能　晃

（２）落札額 （税抜）         \7,540,000

（税込）         \8,143,200 うち消費税相当額           \603,200

（３）予定価格 （税抜）         \7,575,000

（税込）         \8,181,000 うち消費税相当額           \606,000

（４）         \6,629,748低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,160,127 うち消費税相当額           \530,379

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 2018001251 入札日時 平成30年 7月31日　　午前09時40分

社会資本整備総合交付金事業　市道高堀太美山線舗装打換工事
件名

施行場所 南砺市　年代　地内

期間 平成30年 8月 1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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \8,800,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \8,830,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康3         \8,780,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康

（２）落札額 （税抜）         \8,780,000

（税込）         \9,482,400 うち消費税相当額           \702,400

（３）予定価格 （税抜）         \8,867,000

（税込）         \9,576,360 うち消費税相当額           \709,360

（４）         \7,722,427低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,340,221 うち消費税相当額           \617,794

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 2018001181 入札日時 平成30年 7月31日　　午前09時45分

県単独森林整備事業　林道樋瀬戸線舗装工事
件名

施行場所 南砺市　樋瀬戸　地内

期間 平成30年 8月 1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

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人1         \7,500,000                                     落札

㈱佐藤渡辺　福光営業所　所長　田中　茂2         \7,600,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康3         \7,550,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久4         \7,580,000                   

㈱森組　代表取締役　森　雄一5         \7,600,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人

（２）落札額 （税抜）         \7,500,000

（税込）         \8,100,000 うち消費税相当額           \600,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,635,000

（税込）         \8,245,800 うち消費税相当額           \610,800

（４）         \6,653,578低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,185,864 うち消費税相当額           \532,286

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

5



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001097 入札日時 平成30年 7月31日　　午前09時50分

農業集落排水事業　西明地内管渠工事
件名

施行場所 南砺市　西明　地内

期間 平成30年 8月 1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

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉1         \1,560,000                   

㈱健名組　代表取締役　健名　智博2         \1,550,000                                     落札

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一3         \1,580,000                   

実研工業㈱　代表取締役　水口　實4         \1,590,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \1,580,000                   
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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）         \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）         \1,608,000

（税込）         \1,736,640 うち消費税相当額           \128,640

（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　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 2018001150 入札日時 平成30年 7月31日　　午前09時55分

上平森林総合案内所解体工事
件名

施行場所 南砺市　小瀬　地内

期間 平成30年 8月 1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         \2,020,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉2         \2,030,000                   

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴3         \2,020,000                   

㈱羽馬　代表取締役　羽馬　博文4         \2,000,000                                     落札

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生5         \2,010,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱羽馬　代表取締役　羽馬　博文

（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）         \2,032,000

（税込）         \2,194,560 うち消費税相当額           \162,560

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001274 入札日時 平成30年 7月31日　　午前10時00分

県単独森林整備事業　林道奥孫線法面保護工事
件名

施行場所 南砺市　刀利　地内

期間 平成30年 8月 1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

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸1         \1,965,000                   

立野原建設㈱　代表取締役社長　秀永　欣亮2         \1,960,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \1,968,000                   

㈱松本建材　代表取締役　松本　一総4         \1,950,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一5         \1,975,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱松本建材　代表取締役　松本　一総

（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）         \1,976,000

（税込）         \2,134,080 うち消費税相当額           \158,080

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001194 入札日時 平成30年 7月31日　　午前10時05分

南砺市民病院　高圧気中開閉器更新等電気設備工事
件名

施行場所 南砺市　井波　地内

期間 平成30年 8月 1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

イマエダ電設　今枝　一郎1         \1,485,000                   

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次2         \1,485,000                   

㈱日東　南砺支店　支店長　湯浅　幸雄3         \1,490,000                   

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子4         \1,490,000                   

森田電器　個人事業主　森田　良一5         \1,480,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

森田電器　個人事業主　森田　良一

（２）落札額 （税抜）         \1,480,000

（税込）         \1,598,400 うち消費税相当額           \118,400

（３）予定価格 （税抜）         \1,510,000

（税込）         \1,630,800 うち消費税相当額           \120,800

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001190 入札日時 平成30年 7月31日　　午前10時10分

福光児童館「きっずらんど」外壁木部塗装工事
件名

施行場所 南砺市　福光　地内

期間 平成30年 8月 1日　から　平成30年11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

㈲イシザキ　代表取締役　石崎　博1         \2,680,000                   

第一塗装　俵原　重則2         \2,840,000                   

中越鉄工㈱　代表取締役　西村　仁3         \2,670,000                                     落札

松本塗装工業㈱　代表取締役　松本　久雄4         \2,830,000                   

山本塗装　事業主　山本　正5         \2,790,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

中越鉄工㈱　代表取締役　西村　仁

（２）落札額 （税抜）         \2,670,000

（税込）         \2,883,600 うち消費税相当額           \213,600

（３）予定価格 （税抜）         \2,860,000

（税込）         \3,088,800 うち消費税相当額           \228,800

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001199 入札日時 平成30年 7月31日　　午前10時15分

特環下水道事業　上梨浄化センター濃縮汚泥引抜きポンプ修繕工事
件名

施行場所 南砺市　上梨　地内

期間 平成30年 8月 1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

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次1         \1,695,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司2         \1,680,000                                     落札

㈱日東　南砺支店　支店長　湯浅　幸雄3         \1,686,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

4         \1,690,000                   

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生5         \1,693,000                   
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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）         \1,680,000

（税込）         \1,814,400 うち消費税相当額           \134,400

（３）予定価格 （税抜）         \1,700,000

（税込）         \1,836,000 うち消費税相当額           \136,000

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001236 入札日時 平成30年 7月31日　　午前10時25分

特別養護老人ホームいなみ本館空調設備更新工事設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　井波　地内

履行期限 平成30年 8月 1日　から　平成30年10月12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           \930,000                   

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

㈱創建築事務所　代表取締役　藤井　均3           \900,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二4           \950,000                   

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5           \930,000                   

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

㈱創建築事務所　代表取締役　藤井　均

（２）落札額 （税抜）           \900,000

（税込）           \972,000 うち消費税相当額            \72,000

（３）予定価格 （税抜）           \960,000

（税込）         \1,036,800 うち消費税相当額            \76,800

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001183 入札日時 平成30年 7月31日　　午前10時30分

社会資本整備総合交付金事業　新山の神トンネル他点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　高草嶺　地内ほか

履行期限 平成30年 8月 1日　から　平成31年 2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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

1        \14,460,000                   

国際航業㈱　富山営業所　所長　佐藤　岳志2                   辞退

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

3        \14,400,000                   

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

4        \14,000,000                   

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

5        \13,380,000                                     落札

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　利田　清宣6        \14,100,000                   

㈱日水コン　北陸事務所　事務所長　篠原　弘
則

7        \14,460,000                   

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

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

（２）落札額 （税抜）        \13,380,000

（税込）        \14,450,400 うち消費税相当額         \1,070,400

（３）予定価格 （税抜）        \14,460,000

（税込）        \15,616,800 うち消費税相当額         \1,156,800

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001144 入札日時 平成30年 7月31日　　午前10時35分

社会資本整備総合交付金事業　市道橋梁２期点検その９業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　城端　地内ほか

履行期限 平成30年 8月 1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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

1        \12,200,000                   

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹2        \12,000,000                   

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店　支店長
　安田　健一

3        \12,300,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4        \11,800,000                                     落札

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

5        \12,400,000                   

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

6        \12,300,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏7        \12,000,000                   

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

㈱宏和　代表取締役　堀　英男

（２）落札額 （税抜）        \11,800,000

（税込）        \12,744,000 うち消費税相当額           \944,000

（３）予定価格 （税抜）        \12,470,000

（税込）        \13,467,600 うち消費税相当額           \997,600

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001118 入札日時 平成30年 7月31日　　午前10時40分

社会資本整備総合交付金事業　市道橋梁２期点検その１０業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　綱掛　地内ほか

履行期限 平成30年 8月 1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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

1         \8,500,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男2         \8,500,000                   

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

3         \8,400,000                   

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

4         \8,500,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5         \8,500,000                   

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         \8,080,000                                     落札

㈱日本海コンサルタント　富山支店　支店長　
田原　雅夫

7         \8,700,000                   

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

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

（２）落札額 （税抜）         \8,080,000

（税込）         \8,726,400 うち消費税相当額           \646,400

（３）予定価格 （税抜）         \8,710,000

（税込）         \9,406,800 うち消費税相当額           \696,800

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001114 入札日時 平成30年 7月31日　　午前10時45分

社会資本整備総合交付金事業　南砺市主要工作物点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 平成30年 8月 1日　から　平成30年12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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

1         \4,600,000                   

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹2         \4,700,000                   

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店　支店長
　安田　健一

3         \4,700,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4         \4,600,000                   

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

5         \4,700,000                   

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

6         \4,600,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏7         \4,500,000                                     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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（２）落札額 （税抜）         \4,500,000

（税込）         \4,860,000 うち消費税相当額           \360,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,715,000

（税込）         \5,092,200 うち消費税相当額           \377,200

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001075 入札日時 平成30年 7月31日　　午前10時50分

農村地域防災減災事業　ため池堤体安定解析業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　岩木　地内ほか

履行期限 平成30年 8月 1日　から　平成31年 1月25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         \2,700,000                                     落札

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2         \2,780,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \2,750,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \2,750,000                   

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　利田　清宣5         \2,790,000                   

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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　水落　敏

（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 （税抜）         \2,874,000

（税込）         \3,103,920 うち消費税相当額           \229,920

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001076 入札日時 平成30年 7月31日　　午前10時55分

農村地域防災減災事業　ため池土質調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　岩木　地内ほか

履行期限 平成30年 8月 1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

㈱アーキジオ　代表取締役社長　津嶋　春秋1         \9,080,000                   

北日本地質㈱　代表取締役　浅野　宗久2         \8,900,000                                     落札

三和ボーリング㈱　代表取締役　湯川　雅昭3         \9,100,000                   

中部地質㈱　富山支店　支店長　岡田　隆司4         \9,000,000                   

北陸基礎開発㈱　代表取締役　桜井　幹郎5         \9,200,000                   

㈱宮村ボーリング　代表取締役　宮村　光宏6         \9,050,000                   

㈱村尾地研　代表取締役　村尾　英彦7         \9,150,000                   

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

北日本地質㈱　代表取締役　浅野　宗久

（２）落札額 （税抜）         \8,900,000

（税込）         \9,612,000 うち消費税相当額           \712,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,272,000

（税込）        \10,013,760 うち消費税相当額           \741,760

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001182 入札日時 平成30年 7月31日　　午前11時00分

河川水質調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　安居　地内ほか

履行期限 平成30年 8月 1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

㈱安全性研究センター高岡　代表取締役社長　
金森　洋平

1           \711,000                   

㈱環境理研　代表取締役　出村　興治2           \705,000                   

ゼオンノース㈱　代表取締役社長　澤　宗樹3           \708,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司4           \700,000                                     落札

㈱松本建材　代表取締役　松本　一総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

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司

（２）落札額 （税抜）           \700,000

（税込）           \756,000 うち消費税相当額            \56,000

（３）予定価格 （税抜）           \714,000

（税込）           \771,120 うち消費税相当額            \57,120

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001262 入札日時 平成30年 7月31日　　午前11時05分

利賀地域ほか除雪車車検整備
委託業務名

履行場所 南砺市　利賀　地内ほか

履行期限 平成30年 8月 1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

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎1        \26,500,000                   

千代田機電㈱　南砺営業所　営業所長　寺本　
壮志

2        \25,300,000                   

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎3        \25,000,000                                     落札

日本キャタピラー合同会社　砺波営業所　所長
　向野　修一

4        \26,500,000                   

5

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）        \25,000,000

（税込）        \27,000,000 うち消費税相当額         \2,000,000

（３）予定価格 （税抜）        \27,244,000

（税込）        \29,423,520 うち消費税相当額         \2,179,520

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001202 入札日時 平成30年 7月31日　　午前11時10分

城端地域ほか除雪トラック車検整備
委託業務名

履行場所 南砺市　城端　地域ほか

履行期限 平成30年 8月 1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

㈲稲垣自動車　代表取締役　本間　龍信1         \2,950,000                   

㈱岩城自動車工業所　代表取締役　岩城　栄吉2         \2,930,000                   

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　
憲仁

3                   辞退

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二4         \2,915,000                                     落札

㈲吉田モータース　代表取締役　吉田　進5         \2,960,000                   

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

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二

（２）落札額 （税抜）         \2,915,000

（税込）         \3,148,200 うち消費税相当額           \233,200

（３）予定価格 （税抜）         \2,968,000

（税込）         \3,205,440 うち消費税相当額           \237,440

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001221 入札日時 平成30年 7月31日　　午前11時15分

南砺市民病院　送迎車両リース
件名

施行場所 南砺市民病院

期間 平成30年 8月 1日　から　平成35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

朝日モーター㈱　代表取締役　種部　栄治1                   辞退

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵2         \4,440,000                   

㈲稲垣自動車　代表取締役　本間　龍信3                   辞退

㈱ビックモーター石崎　代表取締役　石崎　忠
和

4         \4,200,000                                     落札

㈲福野自工　代表取締役　梅木　一隆5         \5,220,000                   

㈲松井自動車工業　代表取締役　稲葉　勝宏6                   辞退

㈲吉田モータース　代表取締役　吉田　進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

㈱ビックモーター石崎　代表取締役　石崎　忠和

（２）落札額 （税抜）         \4,200,000

（税込）         \4,536,000 うち消費税相当額           \336,000

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001211 入札日時 平成30年 7月31日　　午前11時25分

南砺市民病院 汎用人工呼吸器購入
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 平成30年11月16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         \3,500,000                   

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫2         \3,450,000                   

㈱中川医療器械　代表取締役社長　中川　直実3         \3,450,000                   

㈱永田メディカル　高岡営業所　取締役社長　
久湊　勝巳

4         \3,500,000                   

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5         \3,600,000                   

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6         \3,200,000                                     落札

㈱ミタス　富山支店　支店長　小嶋　康人7         \3,500,000                   

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）         \3,200,000

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

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001217 入札日時 平成30年 7月31日　　午前11時30分

農業用機械整備事業　コンバイン購入
件名

納入場所 南砺市利賀農業拠点施設ライスセンター

納入期限 平成30年 9月20日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈲金田金物店　代表取締役　金田　美千代1                   辞退

川合農機商会　代表　川合　義信2         \6,774,000                   

千代田機電㈱　南砺営業所　営業所長　寺本　
壮志

3         \8,283,000                   

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　
憲仁

4         \5,788,888                                     落札

福光農業協同組合　代表理事組合長　齊藤　勇
一

5                   辞退

㈱北陸近畿クボタ　井波営業所　所長　柳瀬　
勝志

6         \5,829,000                   

溝口農機㈱　代表取締役　溝口　友一7                   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

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　憲仁

（２）落札額 （税抜）         \5,788,888

（税込）         \6,251,999 うち消費税相当額           \463,111

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001172 入札日時 平成30年 7月31日　　午前11時35分

南砺市営バス車両購入
件名

納入場所 南砺市福光行政センター

納入期限 平成31年 1月31日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈲稲垣自動車　代表取締役　本間　龍信1        \11,100,000                   

㈱協栄モータース　代表取締役　本田　幸浩2                   辞退

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　
憲仁

3         \9,650,000                                     落札

㈱ビックモーター石崎　代表取締役　石崎　忠
和

4        \11,600,000                   

㈲福野自工　代表取締役　梅木　一隆5        \10,700,000                   

福光農業協同組合　代表理事組合長　齊藤　勇
一

6        \10,700,000                   

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二7        \10,500,000                   

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

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　憲仁

（２）落札額 （税抜）         \9,650,000

（税込）        \10,422,000 うち消費税相当額           \772,000

（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　副主幹　瀧口　純三

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

25



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001226 入札日時 平成30年 7月31日　　午前11時40分

富山県地域ぐるみ除排雪促進事業　小型除雪車（0.4m3級）購入
件名

納入場所 南砺市　道場原・井口　地内

納入期限 平成30年12月21日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎1         \6,000,000                   

千代田機電㈱　南砺営業所　営業所長　寺本　
壮志

2         \5,894,000                                     落札

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎3         \6,400,000                   

日本キャタピラー合同会社　砺波営業所　所長
　向野　修一

4         \6,800,000                   

5

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

千代田機電㈱　南砺営業所　営業所長　寺本　壮志

（２）落札額 （税抜）         \5,894,000

（税込）         \6,365,520 うち消費税相当額           \471,520

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001212 入札日時 平成30年 7月31日　　午前11時45分

電源立地地域対策交付金事業　小型除雪車（0.5m3級）購入
件名

納入場所 南砺市　高宮　地内

納入期限 平成30年12月21日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎1         \3,800,000                   

千代田機電㈱　南砺営業所　営業所長　寺本　
壮志

2         \3,470,000                                     落札

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎3         \4,000,000                   

日本キャタピラー合同会社　砺波営業所　所長
　向野　修一

4         \4,200,000                   

5

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

千代田機電㈱　南砺営業所　営業所長　寺本　壮志

（２）落札額 （税抜）         \3,470,000

（税込）         \3,747,600 うち消費税相当額           \277,600

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001110 入札日時 平成30年 7月31日　　午前11時50分

電源立地地域対策交付金事業　小型除雪機械(0.68m級･0.8m級･1.1m級)購入
件名

納入場所 南砺市　上新町・今町二区・六日町　地内

納入期限 平成30年10月 8日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵1         \2,900,000                   

川合農機商会　代表　川合　義信2         \2,635,200                   

千代田機電㈱　南砺営業所　営業所長　寺本　
壮志

3         \2,080,000                   

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎4         \2,700,000                   

福光農業協同組合　代表理事組合長　齊藤　勇
一

5                   辞退

㈱北陸近畿クボタ　井波営業所　所長　柳瀬　
勝志

6         \1,977,000                                     落札

溝口農機㈱　代表取締役　溝口　友一7         \2,030,000                   

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

㈱北陸近畿クボタ　井波営業所　所長　柳瀬　勝志

（２）落札額 （税抜）         \1,977,000

（税込）         \2,135,160 うち消費税相当額           \158,160

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001242 入札日時 平成30年 7月31日　　午前11時55分

タカンボースキー場スノーモービル購入
件名

納入場所 南砺市役所交流観光まちづくり課

納入期限 平成30年11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

㈱大原鉄工所　代表取締役社長　大原　興人1         \1,670,000                   

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎2         \1,720,000                   

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         \1,740,000                   

日本ケーブル㈱　長野支店　執行役員長野支店
長　小澤　弘一

5         \1,480,000                                     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

日本ケーブル㈱　長野支店　執行役員長野支店長　小澤　弘一

（２）落札額 （税抜）         \1,480,000

（税込）         \1,598,400 うち消費税相当額           \118,400

（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　副主幹　瀧口　純三

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 2018001240 入札日時 平成30年 7月31日　　午後00時00分

南砺市消防団井波分団消防積載車購入
件名

納入場所 南砺市消防団井波分団車庫（山下地内）

納入期限 平成31年 2月22日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱カワノ　砺波営業所　所長　吉川　晃平1         \5,780,000                   

㈱システムトキワ　代表取締役　髙橋　良成2         \6,350,000                   

㈲セイエー防災　代表取締役　波　貴志3         \6,300,000                   

長野ポンプ㈱　富山営業所　所長　亀井　朋也4         \6,250,000                   

日本機械工業㈱　名古屋営業所　所長　坂本　
均

5                   辞退

㈱本田商会　代表取締役　柴　達也6         \5,700,000                                     落札

㈱モリタ　富山営業所　所長　岡本　直彦7         \6,400,000                   

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

㈱本田商会　代表取締役　柴　達也

（２）落札額 （税抜）         \5,700,000

（税込）         \6,156,000 うち消費税相当額           \456,000

（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　副主幹　瀧口　純三

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３１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

㈱岡部

㈱長田組

38,900,000

円

38,800,000

(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。

円

109.17

2.8137

請 負
対 象 額

107.50

1
2

1

摘　要

2

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

順位

円円

南砺市　小来栖　地内

平成３０年１１月３０日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

平成30年度　　南砺市発注工事　　入札及び契約過程

たいらクロスカントリー場機械格納庫整備工事

第2018001265号行革・施設管理課

消費税を除く額

指名の理由

契約方法

調 査
基準価格

建築工事
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３１日

まで

発 注 工 種

調 査
の 経 緯

落札　（採用）　金額(税込）
金　額

契 約 番 号消費税を含む額

円

37,937,160 35,127,000

円

42,152,400 39,030,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

2.7635

落札
41,904,000
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総合評価方式工事

落札
41,040,000

2.8327

落札　（採用）　金額(税込）
金　額

契 約 番 号消費税を含む額

円

36,955,440 34,218,000

円

41,061,600 38,020,000

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

たいらスキー場多目的施設整備工事

第2018001257号行革・施設管理課

消費税を除く額

指名の理由

契約方法

調 査
基準価格

建築工事
入札日時 午前　９時０５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３１日

まで

発 注 工 種

調 査
の 経 緯

順位

円円

南砺市　梨谷　地内

平成３０年１１月３０日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

円

109.17

2.8729

請 負
対 象 額

107.50

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。

㈱岡部

㈱長田組

37,950,000

円

38,000,000
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