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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018001749 入札日時 平成30年10月15日　　午前09時05分

社会資本整備総合交付金事業　市道高屋井口線道路改良その５工事
件名

施行場所 南砺市　山見　地内

期間 平成30年10月16日　から　平成31年 3月15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        \27,080,000                   

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博2        \27,050,000                   

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣3        \27,000,000                                     落札

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之4        \27,050,000                   

藤井工業㈱　代表取締役　藤井　圭一5        \27,150,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣

（２）落札額 （税抜）        \27,000,000

（税込）        \29,160,000 うち消費税相当額         \2,160,000

（３）予定価格 （税抜）        \27,200,000

（税込）        \29,376,000 うち消費税相当額         \2,176,000

（４）        \24,079,044低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \26,005,367 うち消費税相当額         \1,926,323

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 2018001732 入札日時 平成30年10月15日　　午前09時10分

社会資本整備総合交付金事業　市道高堀太美山線田中交差点道路改良工事
件名

施行場所 南砺市　田中　地内

期間 平成30年10月16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

立野原建設・松本建材経常共同企業体　代表取
締役社長　秀永　欣亮

1                   辞退

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久2        \10,750,000                   

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一3        \10,780,000                   

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功4        \10,800,000                   

㈱森組　代表取締役　森　雄一5        \10,730,000                                     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）        \10,730,000

（税込）        \11,588,400 うち消費税相当額           \858,400

（３）予定価格 （税抜）        \10,900,000

（税込）        \11,772,000 うち消費税相当額           \872,000

（４）         \9,557,837低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,322,463 うち消費税相当額           \764,626

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 2018001751 入札日時 平成30年10月15日　　午前09時15分

農業集落排水事業　細野地内マンホール蓋取替修繕工事
件名

施行場所 南砺市　細野　地内

期間 平成30年10月16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

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦1         \7,450,000                   

㈱健名組　代表取締役　健名　智博2         \7,480,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作3         \7,420,000                                     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）         \7,420,000

（税込）         \8,013,600 うち消費税相当額           \593,600

（３）予定価格 （税抜）         \7,519,000

（税込）         \8,120,520 うち消費税相当額           \601,520

（４）         \6,566,409低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,091,721 うち消費税相当額           \525,312

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 2018001777 入札日時 平成30年10月15日　　午前09時25分

大窪地内耐震性貯水槽新設工事
件名

施行場所 南砺市　大窪　地内

期間 平成30年10月16日　から　平成30年12月10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

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦1         \6,580,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦

（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）         \6,624,000

（税込）         \7,153,920 うち消費税相当額           \529,920

（４）         \5,829,076低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,295,402 うち消費税相当額           \466,326

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 2018001752 入札日時 平成30年10月15日　　午前09時30分

市道利賀百瀬川線舗装工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村(上村）　地内

期間 平成30年10月16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        \14,900,000                   

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博2        \14,850,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康3        \14,820,000                   

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之4        \14,650,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之

（２）落札額 （税抜）        \14,650,000

（税込）        \15,822,000 うち消費税相当額         \1,172,000

（３）予定価格 （税抜）        \15,000,000

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

（４）        \13,177,893低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \14,232,124 うち消費税相当額         \1,054,231

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 2018001803 入札日時 平成30年10月15日　　午前09時35分

ＩＯＸ－ＡＲＯＳＡスキー場駐車場法面復旧工事
件名

施行場所 南砺市　才川七　地内

期間 平成30年10月16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

㈲浦山重機　代表取締役　浦山　昭雄1         \4,450,000                                     落札

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \4,470,000                   

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治3         \4,480,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

4         \4,500,000                   

水口造園　代表者　水口　暉夫5         \4,500,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈲浦山重機　代表取締役　浦山　昭雄

（２）落札額 （税抜）         \4,450,000

（税込）         \4,806,000 うち消費税相当額           \356,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,534,000

（税込）         \4,896,720 うち消費税相当額           \362,720

（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 2018001793 入札日時 平成30年10月15日　　午前09時40分

つくばね森林公園災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　林道　地内

期間 平成30年10月16日　から　平成30年12月20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         \2,180,000                   

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2         \2,160,000                   

㈱健名組　代表取締役　健名　智博3         \2,200,000                   

中越興業㈱　代表取締役　山下　博4         \2,180,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作5         \2,150,000                                     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）         \2,150,000

（税込）         \2,322,000 うち消費税相当額           \172,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,245,000

（税込）         \2,424,600 うち消費税相当額           \179,600

（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 2018001653 入札日時 平成30年10月15日　　午前09時45分

県単独治山事業　利賀村阿別当地内法面保護工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村阿別当　地内

期間 平成30年10月16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         \4,350,000                   

㈱城岸組　代表取締役　城岸　栄2         \4,350,000                   

㈱野原組　代表取締役　野原　宏史3         \4,370,000                   

㈱米倉組　代表取締役　米倉　康則4         \4,330,000                                     落札

米澤工業㈱　代表取締役　米澤　秀起5         \4,340,000                   
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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）         \4,330,000

（税込）         \4,676,400 うち消費税相当額           \346,400

（３）予定価格 （税抜）         \4,383,000

（税込）         \4,733,640 うち消費税相当額           \350,640

（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 2018001779 入札日時 平成30年10月15日　　午前09時50分

県道井波城端線道路改良事業に伴う配水管移転工事
件名

施行場所 南砺市　北野　地内

期間 平成30年10月16日　から　平成30年12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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志1         \2,920,000                   

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一2         \2,890,000                                     落札

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \2,920,000                   

ナカシマ設備工業㈱　代表取締役　中島　修一4         \2,915,000                   

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二5         \2,900,000                   
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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）         \2,890,000

（税込）         \3,121,200 うち消費税相当額           \231,200

（３）予定価格 （税抜）         \2,930,000

（税込）         \3,164,400 うち消費税相当額           \234,400

（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 2018001790 入札日時 平成30年10月15日　　午前09時55分

県道利賀河合線配水管敷設工事に伴う舗装本復旧工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村上畠　地内

期間 平成30年10月16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

㈱佐藤渡辺　福光営業所　所長　田中　茂1         \1,830,000                   

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　治作2         \1,820,000                   

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博3         \1,820,000                   

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之4         \1,780,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一5         \1,830,000                   
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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）         \1,780,000

（税込）         \1,922,400 うち消費税相当額           \142,400

（３）予定価格 （税抜）         \1,850,000

（税込）         \1,998,000 うち消費税相当額           \148,000

（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 2018001717 入札日時 平成30年10月15日　　午前10時00分

特環下水道事業　上梨浄化センター自動微細目スクリーン取替工事
件名

施行場所 南砺市　上梨　地内

期間 平成30年10月16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

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次1         \1,870,000                   

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司2         \1,850,000                                     落札

㈱日東　南砺支店　支店長　湯浅　幸雄3         \1,880,000                   

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　取締役支店長　東
　文雄

4         \1,860,000                   

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生5         \1,870,000                   
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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）         \1,850,000

（税込）         \1,998,000 うち消費税相当額           \148,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,881,000

（税込）         \2,031,480 うち消費税相当額           \150,480

（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 2018001772 入札日時 平成30年10月15日　　午前10時05分

公立南砺中央病院３階改修工事実施設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　梅野　地内

履行期限 平成30年10月16日　から　平成31年 3月15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

㈱押田建築設計事務所　代表取締役社長　押田
　洋治

1         \8,500,000                   

㈱新建築設計事務所　代表取締役　中野　健司2         \8,500,000                   

㈱鈴木一級建築士事務所　代表取締役　鈴木　
保二

3         \8,500,000                   

㈱創建築事務所　代表取締役　藤井　均4         \8,500,000                   

富山県建築設計監理協同組合　理事長　藤井　
均

5         \8,490,000                                     落札

㈱中川建築設計事務所　代表取締役　中川　潔6         \8,500,000                   

㈱福見建築設計事務所　代表取締役　堂田　重
明

7         \8,500,000                   

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

富山県建築設計監理協同組合　理事長　藤井　均

（２）落札額 （税抜）         \8,490,000

（税込）         \9,169,200 うち消費税相当額           \679,200

（３）予定価格 （税抜）         \8,500,000

（税込）         \9,180,000 うち消費税相当額           \680,000

（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 2018001758 入札日時 平成30年10月15日　　午前10時10分

旧上平中学校及び五箇山山村開発センター解体工事設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　皆葎　地内

履行期限 平成30年10月16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

川合設計事務所　代表　川合　均1         \2,720,000                   

㈲建築倶楽部　・　取締役　藤井　一彦2         \2,690,000                                     落札

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

3         \2,800,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二4         \2,800,000                   

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \2,750,000                   

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

㈲建築倶楽部　・　取締役　藤井　一彦

（２）落札額 （税抜）         \2,690,000

（税込）         \2,905,200 うち消費税相当額           \215,200

（３）予定価格 （税抜）         \2,808,000

（税込）         \3,032,640 うち消費税相当額           \224,640

（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 2018001769 入札日時 平成30年10月15日　　午前10時15分

吉江中地内工業用地測量設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　吉江中　地内

履行期限 平成30年10月16日　から　平成31年 3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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \5,870,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2         \6,000,000                   

㈱建成コンサルタント　南砺支店　支店長　大
蔵　欣司

3         \6,000,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4         \5,800,000                                     落札

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

5         \6,000,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏6         \5,900,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二7         \5,900,000                   

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）         \5,800,000

（税込）         \6,264,000 うち消費税相当額           \464,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,110,000

（税込）         \6,598,800 うち消費税相当額           \488,800

（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 2018001745 入札日時 平成30年10月15日　　午前10時20分

社会資本整備総合交付金事業　市道荒木２９号線詳細設計用地測量その２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10月16日　から　平成31年 1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         \3,960,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　正文

2         \4,000,000                   

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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \3,900,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \3,980,000                   

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）         \3,900,000

（税込）         \4,212,000 うち消費税相当額           \312,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,089,000

（税込）         \4,416,120 うち消費税相当額           \327,120

（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 2018001678 入札日時 平成30年10月15日　　午前10時25分

市立保育園定期清掃業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市立城端さくら保育園ほか

履行期限 平成30年10月16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

㈱アドバンス北陸サービス　富山営業所　所長
　杉本　清

1         \2,960,000                   

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学2         \2,949,000                                     落札

㈲オダビルサービス　代表取締役　織田　清信3         \2,955,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4         \2,958,000                   

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司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

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学

（２）落札額 （税抜）         \2,949,000

（税込）         \3,184,920 うち消費税相当額           \235,920

（３）予定価格 （税抜）         \2,969,000

（税込）         \3,206,520 うち消費税相当額           \237,520

（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　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 2018001741 入札日時 平成30年10月15日　　午前10時30分

福光庁舎空調設備冬期保守管理業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　荒木　地内

履行期限 平成30年10月16日　から　平成31年 3月15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

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学1           \937,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2           \940,000                   

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治3           \927,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4           \941,000                   

山村商会　山村　武志5           \935,000                   

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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治

（２）落札額 （税抜）           \927,000

（税込）         \1,001,160 うち消費税相当額            \74,160

（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 2018001681 入札日時 平成30年10月15日　　午前10時35分

南砺市斎場悪臭物質及びダイオキシン類測定分析調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　柴田屋・小坂　地内

履行期限 平成30年10月16日　から　平成31年 3月15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           \770,000                                     落札

㈱ウエノ　代表取締役　上野　貴司2           \820,000                   

㈱環境理研　代表取締役　出村　興治3           \790,000                   

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

4           \820,000                   

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　大
村　隆

5           \800,000                   

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

㈱安全性研究センター高岡　代表取締役社長　金森　洋平

（２）落札額 （税抜）           \770,000

（税込）           \831,600 うち消費税相当額            \61,600

（３）予定価格 （税抜）           \820,000

（税込）           \885,600 うち消費税相当額            \65,600

（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 2018001661 入札日時 平成30年10月15日　　午前10時40分

公立南砺中央病院輸液ポンプ購入
件名

納入場所 公立南砺中央病院

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

エム・シー・ヘルスケア㈱　代表取締役　宮下
　修

1         \1,359,600                                     落札

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
竹谷　明夫

2         \1,584,000                   

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

㈱永田メディカル　高岡営業所　取締役社長　
久湊　勝巳

4         \1,600,000                   

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5         \1,520,000                   

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

エム・シー・ヘルスケア㈱　代表取締役　宮下　修

（２）落札額 （税抜）         \1,359,600

（税込）         \1,468,368 うち消費税相当額           \108,768

（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１０月１５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

2

4

中越産業㈱

砺波カンパニー㈱

43,160,000

落札

2.5065

109.17

108.33

109.17

2.5294

2.9910

3.0883

落札　（採用）　金額(税込）
金　額

契 約 番 号消費税を含む額

円

42,048,720 38,934,000

円

46,720,800 43,260,000

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

南砺市くろば温泉薪ボイラー設置工事

第2018001809号エコビレッジ推進課

消費税を除く額

指名の理由

契約方法

調 査
基準価格

管工事
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１０月１５日

まで

発 注 工 種

調 査
の 経 緯

順位

円円

南砺市 上平細島　地内

平成３１年　２月１３日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

円

107.50

2.4884

請 負
対 象 額

109.17

5
2

1

摘　要

1
38,178,000

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。

4

5

安達建設㈱

㈱長田組

3

43,220,000

㈱谷村電機工業

3

36,500,000

35,350,000

円

43,200,000
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