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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001335 入札日時 平成30年 8月20日　　午前09時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道小坂岩木線道路改良工事
件名

施行場所 南砺市　和泉　地内

期間 平成30年 8月21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

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康1        \25,180,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久2        \25,150,000                   

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊3        \25,120,000                   

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一4        \25,160,000                   

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功5        \25,100,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一6        \25,160,000                   
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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）        \25,100,000

（税込）        \27,108,000 うち消費税相当額         \2,008,000

（３）予定価格 （税抜）        \25,200,000

（税込）        \27,216,000 うち消費税相当額         \2,016,000

（４）        \22,288,923低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \24,072,036 うち消費税相当額         \1,783,113

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 2018001276 入札日時 平成30年 8月20日　　午前09時05分

たいらクロスカントリー場コース改修その３工事
件名

施行場所 南砺市　小来栖　地内

期間 平成30年 8月21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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1        \15,000,000                                     落札

㈱岡部　代表取締役社長　岡部　竜一2        \15,150,000                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3        \15,150,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉4        \15,050,000                   

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴5        \15,100,000                   

㈱中村組　代表取締役　中村　義之6        \15,100,000                   

㈱長田組　代表取締役　長田　一政7        \15,080,000                   

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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治

（２）落札額 （税抜）        \15,000,000

（税込）        \16,200,000 うち消費税相当額         \1,200,000

（３）予定価格 （税抜）        \15,230,000

（税込）        \16,448,400 うち消費税相当額         \1,218,400

（４）        \13,376,965低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \14,447,122 うち消費税相当額         \1,070,157

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 2018001338 入札日時 平成30年 8月20日　　午前09時10分

市道豆谷菅沼線道路改良その７工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村百瀬川　地内

期間 平成30年 8月21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         \5,550,000                   

㈱城岸組　代表取締役　城岸　栄2         \5,500,000                                     落札

㈱米倉組　代表取締役　米倉　康則3         \5,540,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱城岸組　代表取締役　城岸　栄

（２）落札額 （税抜）         \5,500,000

（税込）         \5,940,000 うち消費税相当額           \440,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,593,000

（税込）         \6,040,440 うち消費税相当額           \447,440

（４）         \4,891,427低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,282,741 うち消費税相当額           \391,314

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 2018001354 入札日時 平成30年 8月20日　　午前09時15分

再開発ビル住宅屋上防水改修工事
件名

施行場所 南砺市　福光　地内

期間 平成30年 8月21日　から　平成30年12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

チューモク㈱　代表取締役　澤田　喜朗1        \20,550,000                   

中越鉄工㈱　代表取締役　西村　仁2                   辞退

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一3        \20,530,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一4                   辞退
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一

（２）落札額 （税抜）        \20,530,000

（税込）        \22,172,400 うち消費税相当額         \1,642,400

（３）予定価格 （税抜）        \20,550,000

（税込）        \22,194,000 うち消費税相当額         \1,644,000

（４）        \18,495,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \19,974,600 うち消費税相当額         \1,479,600

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 2018001253 入札日時 平成30年 8月20日　　午前09時25分

旧北山田保育園外構等改修工事
件名

施行場所 南砺市　宗守　地内

期間 平成30年 8月21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

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久1         \8,480,000                   

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊2         \8,500,000                   

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一3         \8,490,000                   

㈱森組　代表取締役　森　雄一4         \8,450,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱森組　代表取締役　森　雄一

（２）落札額 （税抜）         \8,450,000

（税込）         \9,126,000 うち消費税相当額           \676,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,583,000

（税込）         \9,269,640 うち消費税相当額           \686,640

（４）         \7,535,666低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,138,519 うち消費税相当額           \602,853

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 2018001326 入札日時 平成30年 8月20日　　午前09時30分

利賀民俗館解体保存工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村　地内

期間 平成30年 8月21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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1        \10,720,000                   

㈱城岸組　代表取締役　城岸　栄2        \10,750,000                   

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之3        \10,700,000                                     落札

㈱米倉組　代表取締役　米倉　康則4        \10,780,000                   

米澤工業㈱　代表取締役　米澤　秀起5        \10,800,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之

（２）落札額 （税抜）        \10,700,000

（税込）        \11,556,000 うち消費税相当額           \856,000

（３）予定価格 （税抜）        \10,860,000

（税込）        \11,728,800 うち消費税相当額           \868,800

（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　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 2018001373 入札日時 平成30年 8月20日　　午前09時40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　出村　地内ほか

期間 平成30年 8月21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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1        \14,000,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2        \13,900,000                   

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治3        \14,000,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4        \13,960,000                   

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二5        \13,860,000                                     落札

ふくみつでんき㈱　代表取締役　堀田　敏浩6        \13,910,000                   

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男7        \13,880,000                   

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔8        \13,920,000                   

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

9        \13,890,000                   

㈲森田電気商会　代表取締役　森田　松司10        \14,000,000                   
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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）        \13,860,000

（税込）        \14,968,800 うち消費税相当額         \1,108,800

（３）予定価格 （税抜）        \14,140,000

（税込）        \15,271,200 うち消費税相当額         \1,131,200

（４）        \12,726,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \13,744,080 うち消費税相当額         \1,018,080

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 2018001297 入札日時 平成30年 8月20日　　午前09時45分

城端東部低区配水池送水管更新その１工事
件名

施行場所 南砺市　打尾　地内ほか

期間 平成30年 8月21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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1        \11,188,000                   

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2        \11,155,000                   

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一3        \11,155,000                   

実研工業㈱　代表取締役　水口　實4        \11,200,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博5        \11,170,000                   

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦6        \11,188,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣7        \11,120,000                                     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）        \11,120,000

（税込）        \12,009,600 うち消費税相当額           \889,600

（３）予定価格 （税抜）        \11,230,000

（税込）        \12,128,400 うち消費税相当額           \898,400

（４）         \9,976,847低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,774,994 うち消費税相当額           \798,147

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 2018001380 入札日時 平成30年 8月20日　　午前09時50分

社会資本整備総合交付金事業　市道井波環状線舗装打換工事
件名

施行場所 南砺市　井波　地内

期間 平成30年 8月21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        \11,400,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2        \11,380,000                   

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博3        \11,300,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康4        \11,350,000                   

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之5        \11,250,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之

（２）落札額 （税抜）        \11,250,000

（税込）        \12,150,000 うち消費税相当額           \900,000

（３）予定価格 （税抜）        \11,510,000

（税込）        \12,430,800 うち消費税相当額           \920,800

（４）        \10,045,741低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,849,400 うち消費税相当額           \803,659

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 2018001306 入札日時 平成30年 8月20日　　午前09時55分

社会資本整備総合交付金事業　市道西町天神線舗装打換工事
件名

施行場所 南砺市　福光（西町）　地内

期間 平成30年 8月21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         \8,790,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康3         \8,800,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久4         \8,750,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一5         \8,770,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久

（２）落札額 （税抜）         \8,750,000

（税込）         \9,450,000 うち消費税相当額           \700,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,860,000

（税込）         \9,568,800 うち消費税相当額           \708,800

（４）         \7,733,735低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,352,433 うち消費税相当額           \618,698

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 2018001285 入札日時 平成30年 8月20日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道寺家高儀線舗装打換工事
件名

施行場所 南砺市　寺家新屋敷　地内

期間 平成30年 8月21日　から　平成30年11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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \6,680,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \6,670,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康3         \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

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康

（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）         \6,703,000

（税込）         \7,239,240 うち消費税相当額           \536,240

（４）         \5,826,027低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,292,109 うち消費税相当額           \466,082

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 2018001344 入札日時 平成30年 8月20日　　午前10時05分

電源立地地域対策交付金事業　市道皆葎猪谷線猪谷橋塗装工事
件名

施行場所 南砺市　猪谷　地内

期間 平成30年 8月21日　から　平成31年 1月11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

大塚塗装㈱　代表取締役　大塚　正樹1        \31,650,000                   

松本塗装工業㈱　代表取締役　松本　久雄2        \31,600,000                                     落札

㈲山田建装　代表取締役　山田　賢史3        \31,700,000                   

4

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

松本塗装工業㈱　代表取締役　松本　久雄

（２）落札額 （税抜）        \31,600,000

（税込）        \34,128,000 うち消費税相当額         \2,528,000

（３）予定価格 （税抜）        \31,820,000

（税込）        \34,365,600 うち消費税相当額         \2,545,600

（４）        \27,918,101低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \30,151,549 うち消費税相当額         \2,233,448

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 2018001321 入札日時 平成30年 8月20日　　午前10時10分

いなみ交流館ラフォーレろ過機修繕工事
件名

施行場所 南砺市　山見　地内

期間 平成30年 8月21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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　登1         \5,550,000                   

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次2         \5,550,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \5,555,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

4         \5,560,000                   

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

5         \5,500,000                                     落札

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生6         \5,540,000                   

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

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　泰久

（２）落札額 （税抜）         \5,500,000

（税込）         \5,940,000 うち消費税相当額           \440,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,600,000

（税込）         \6,048,000 うち消費税相当額           \448,000

（４）         \4,982,600低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,381,208 うち消費税相当額           \398,608

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 2018001362 入札日時 平成30年 8月20日　　午前10時15分

特定環境保全公共下水道事業　上野地内管渠工事
件名

施行場所 南砺市　上野　地内

期間 平成30年 8月21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         \4,180,000                   

寺西建設　代表　寺西　利典2         \4,150,000                   

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子3         \4,100,000                                     落札

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生4         \4,180,000                   

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5         \4,170,000                   

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

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子

（２）落札額 （税抜）         \4,100,000

（税込）         \4,428,000 うち消費税相当額           \328,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,183,000

（税込）         \4,517,640 うち消費税相当額           \334,640

（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 2018001277 入札日時 平成30年 8月20日　　午前10時20分

椿ヶ丘団地３号棟外壁改修工事
件名

施行場所 南砺市　池尻　地内

期間 平成30年 8月21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

㈱加藤建材　代表取締役　加藤　考一1         \3,490,000                   

㈲丹保建設　代表取締役　鹿熊　秀夫2         \3,480,000                   

㈲トータルインテリア内河　代表取締役　内河
　秀元

3         \3,500,000                   

㈱船藤鉄工所　代表取締役　船藤　幸生4         \3,470,000                   

㈲山田建装　代表取締役　山田　賢史5         \3,460,000                                     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

㈲山田建装　代表取締役　山田　賢史

（２）落札額 （税抜）         \3,460,000

（税込）         \3,736,800 うち消費税相当額           \276,800

（３）予定価格 （税抜）         \3,526,000

（税込）         \3,808,080 うち消費税相当額           \282,080

（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　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 2018001283 入札日時 平成30年 8月20日　　午前10時25分

社会資本整備総合交付金事業　市道高屋井口線谷工区用地測量業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　谷　地内ほか

履行期限 平成30年 8月21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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \1,830,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2         \1,850,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \1,850,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \1,830,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \1,800,000                                     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）         \1,800,000

（税込）         \1,944,000 うち消費税相当額           \144,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,882,000

（税込）         \2,032,560 うち消費税相当額           \150,560

（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　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 2018001295 入札日時 平成30年 8月20日　　午前10時30分

社会資本整備総合交付金事業　市道桂線打越トンネル他点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　打越　地内ほか

履行期限 平成30年 8月21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        \17,870,000                   

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        \17,800,000                   

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

4        \17,000,000                                     落札

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        \17,800,000                   

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　利田　清宣6        \17,350,000                   

㈱日水コン　北陸事務所　事務所長　篠原　弘
則

7        \17,870,000                   

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

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　上坂　甚誠

（２）落札額 （税抜）        \17,000,000

（税込）        \18,360,000 うち消費税相当額         \1,360,000

（３）予定価格 （税抜）        \17,870,000

（税込）        \19,299,600 うち消費税相当額         \1,429,600

（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 2018001264 入札日時 平成30年 8月20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１１業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　福光　地内　ほか

履行期限 平成30年 8月21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        \12,800,000                                     落札

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹2        \13,200,000                   

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店　支店長
　安田　健一

3        \13,200,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4        \13,200,000                   

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

5        \13,300,000                   

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

6        \13,300,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏7        \13,100,000                   

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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織田　正文

（２）落札額 （税抜）        \12,800,000

（税込）        \13,824,000 うち消費税相当額         \1,024,000

（３）予定価格 （税抜）        \13,500,000

（税込）        \14,580,000 うち消費税相当額         \1,080,000

（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 2018001287 入札日時 平成30年 8月20日　　午前10時40分

社会資本整備総合交付金事業　市道高屋井口線谷工区物件調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　谷　地内ほか

履行期限 平成30年 8月21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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

1         \4,500,000                   

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹2         \4,470,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \4,500,000                   

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

北電技術コンサルタント㈱　南砺営業所　所長
　石田　範俊

5         \4,650,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二6         \4,650,000                   

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

7         \4,600,000                   

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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（２）落札額 （税抜）         \4,400,000

（税込）         \4,752,000 うち消費税相当額           \352,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,660,000

（税込）         \5,032,800 うち消費税相当額           \372,800

（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　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 2018001324 入札日時 平成30年 8月20日　　午前10時45分

市営住宅雑排水管等清掃業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　福野　地内ほか

履行期限 平成30年 8月21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

㈱アドバンス北陸サービス　富山営業所　所長
　杉本　清

1         \1,327,000                   

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学2         \1,325,000                   

㈲オダビルサービス　代表取締役　織田　清信3         \1,330,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4         \1,330,000                   

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司5         \1,320,000                                     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

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司

（２）落札額 （税抜）         \1,320,000

（税込）         \1,425,600 うち消費税相当額           \105,600

（３）予定価格 （税抜）         \1,332,000

（税込）         \1,438,560 うち消費税相当額           \106,560

（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　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 2018001322 入札日時 平成30年 8月20日　　午前10時50分

市営住宅貯水槽清掃業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　理休　地内ほか

履行期限 平成30年 8月21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

㈱アドバンス北陸サービス　富山営業所　所長
　杉本　清

1           \941,000                   

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学2           \940,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3           \941,000                   

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司4           \941,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5           \941,500                   

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

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学

（２）落札額 （税抜）           \940,000

（税込）         \1,015,200 うち消費税相当額            \75,200

（３）予定価格 （税抜）           \942,000

（税込）         \1,017,360 うち消費税相当額            \75,360

（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　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 2018001334 入札日時 平成30年 8月20日　　午前10時55分

石黒東部地区・祖谷地区埋蔵文化財試掘調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　松木　地内ほか

履行期限 平成30年 8月21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

㈱アーキジオ　代表取締役社長　津嶋　春秋1        \12,500,000                   

㈱イビソク　北陸支店　支店長　新井　敏幸2        \12,100,000                   

㈱エイ・テック　代表取締役　谷口　謙一郎3        \12,550,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4        \12,300,000                   

㈱太陽測地社　富山支店　支店長　平　吉之輔5        \12,500,000                   

日本海航測㈱　富山支店　支店長　今井　克士6        \12,000,000                                     落札

㈱パスコ　富山支店　支店長　朝田　義則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

日本海航測㈱　富山支店　支店長　今井　克士

（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）        \12,550,000

（税込）        \13,554,000 うち消費税相当額         \1,004,000

（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 2018001327 入札日時 平成30年 8月20日　　午前11時00分

南砺市文化芸術アーカイブズホームページ作成業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市役所　文化・世界遺産課

履行期限 平成30年 8月21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

ＮＡＯコーポレーション　宮下　直子1         \2,450,000                   

日本エレクトロニクスサービス㈱　代表取締役
社長　成川　和彦

2                   辞退

日本ソフテック㈱　代表取締役　窪田　育夫3         \2,280,000                                     落札

㈱ＰＡＸ　代表取締役　堀川　憲司4                   欠席

株式会社まとめる専門家　代表取締役　松本　
八治

5         \2,314,815                   

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

日本ソフテック㈱　代表取締役　窪田　育夫

（２）落札額 （税抜）         \2,280,000

（税込）         \2,462,400 うち消費税相当額           \182,400

（３）予定価格 （税抜）         \2,866,000

（税込）         \3,095,280 うち消費税相当額           \229,280

（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 2018001353 入札日時 平成30年 8月20日　　午前11時05分

城端地域ほかロータリ除雪車車検整備
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21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

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎1        \18,500,000                   

千代田機電㈱　南砺営業所　営業所長　寺本　
壮志

2        \18,200,000                   

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎3        \17,900,000                                     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        \18,300,000                   

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）        \17,900,000

（税込）        \19,332,000 うち消費税相当額         \1,432,000

（３）予定価格 （税抜）        \18,880,000

（税込）        \20,390,400 うち消費税相当額         \1,510,400

（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 2018001331 入札日時 平成30年 8月20日　　午前11時10分

南砺市立小中学校ＩＣＴ機器等購入
件名

納入場所 南砺市立井波小学校ほか９校

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

㈱インターウェブ　代表取締役　北村　孝志1                   辞退

㈱インテック　行政システム事業本部　本部長
　牧野　賢藏

2                   辞退

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

3                   辞退

㈱トヤマデータセンター　高岡支店　支店長　
四柳　一也

4        \38,000,000                   

日本エレクトロニクスサービス㈱　代表取締役
社長　成川　和彦

5        \42,000,000                   

西日本電信電話㈱　富山支店　支店長　花川　
靖司

6        \32,000,000                                     落札

山本紙茶店　山本　均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

西日本電信電話㈱　富山支店　支店長　花川　靖司

（２）落札額 （税抜）        \32,000,000

（税込）        \34,560,000 うち消費税相当額         \2,560,000

（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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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001337 入札日時 平成30年 8月20日　　午前11時15分

上平デイサービスセンター送迎用車輌購入
件名

納入場所 上平デイサービスセンター

納入期限 平成30年10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

㈲大西石油　代表取締役　大西　史鴻1         \2,070,000                   

㈱オヤマ自動車　代表取締役　尾山　洋一2         \1,923,000                   

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　
憲仁

3         \1,900,000                   

福光農業協同組合　代表理事組合長　齊藤　勇
一

4                   辞退

㈲藤井モータース　代表取締役　藤井　徳親5         \1,870,000                                     落札

㈲村上自動車整備工場　代表取締役　村上　功6         \2,000,000                   

㈲山根モータース　代表取締役　山根　秀元7         \2,038,000                   

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

㈲藤井モータース　代表取締役　藤井　徳親

（２）落札額 （税抜）         \1,870,000

（税込）         \2,019,600 うち消費税相当額           \149,600

（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　副主幹　田中　輝美

IP54P180
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