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入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001770 入札日時 平成30年10月31日　　午前09時05分

社会資本整備総合交付金事業　市道竹林宮後線道路改良その６工事
件名

施行場所 南砺市　竹林　地内

期間 平成30年11月 1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

㈱石田組　代表取締役　石田　一郎1         \6,800,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久2         \6,750,000                                     落札

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功3         \6,790,000                   

㈱森組　代表取締役　森　雄一4         \6,775,000                   

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

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久

（２）落札額 （税抜）         \6,750,000

（税込）         \7,290,000 うち消費税相当額           \540,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,840,000

（税込）         \7,387,200 うち消費税相当額           \547,200

（４）         \6,043,956低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,527,472 うち消費税相当額           \483,516

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主事　棚田　結希恵

IP54P180
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入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001874 入札日時 平成30年10月31日　　午前09時10分

下水道事業　福光地内下水道管路施設補修工事
件名

施行場所 南砺市　福光　地内

期間 平成30年11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

㈱高岡市衛生公社　代表取締役社長　島　小一1         \9,240,000                   

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二2         \9,200,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二

（２）落札額 （税抜）         \9,200,000

（税込）         \9,936,000 うち消費税相当額           \736,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,300,000

（税込）        \10,044,000 うち消費税相当額           \744,000

（４）         \8,370,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \9,039,600 うち消費税相当額           \669,600

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　主事　棚田　結希恵

IP54P180
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入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001892 入札日時 平成30年10月31日　　午前09時15分

社会資本整備総合交付金事業　市道石黒北山田線舗装打換工事
件名

施行場所 南砺市　松木　地内

期間 平成30年11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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1        \15,720,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2        \15,700,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康3        \15,700,000                   

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久4        \15,650,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一5        \15,670,000                   
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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）        \15,650,000

（税込）        \16,902,000 うち消費税相当額         \1,252,000

（３）予定価格 （税抜）        \15,830,000

（税込）        \17,096,400 うち消費税相当額         \1,266,400

（４）        \13,861,565低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \14,970,490 うち消費税相当額         \1,108,925

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主事　棚田　結希恵

IP54P180
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入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001907 入札日時 平成30年10月31日　　午前09時20分

南砺市立井口小学校ブロック塀改修工事
件名

施行場所 南砺市　蛇喰　地内

期間 平成30年11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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \3,650,000                                     落札

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2         \3,665,000                   

㈱健名組　代表取締役　健名　智博3         \3,670,000                   

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博4         \3,670,000                   

藤井工業㈱　代表取締役　藤井　圭一5         \3,660,000                   
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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）         \3,650,000

（税込）         \3,942,000 うち消費税相当額           \292,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,675,000

（税込）         \3,969,000 うち消費税相当額           \294,000

（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　主事　棚田　結希恵

IP54P180
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入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001863 入札日時 平成30年10月31日　　午前09時25分

相倉集落石積み修復工事
件名

施行場所 南砺市　相倉　地内

期間 平成30年11月 1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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1         \1,835,000                   

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之2         \1,840,000                   

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉3         \1,820,000                                     落札

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴4         \1,840,000                   

㈱長田組　代表取締役　長田　一政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

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉

（２）落札額 （税抜）         \1,820,000

（税込）         \1,965,600 うち消費税相当額           \145,600

（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　主事　棚田　結希恵

IP54P180
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入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001904 入札日時 平成30年10月31日　　午前09時30分

ＩＯＸ－ＡＲＯＳＡスキー場ばっ気装置取替工事
件名

施行場所 南砺市　才川七　地内

期間 平成30年11月 1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

イマエダ電設　今枝　一郎1         \2,720,000                   

システム渡辺　代表者　渡辺　茂2         \2,740,000                   

ナカシマ設備工業㈱　代表取締役　中島　修一3         \2,740,000                   

山村商会　山村　武志4         \2,700,000                                     落札

㈱ヨシダ　代表取締役　吉田　俊朗5         \2,730,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

山村商会　山村　武志

（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）         \2,750,000

（税込）         \2,970,000 うち消費税相当額           \220,000

（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　主事　棚田　結希恵

IP54P180
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入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001891 入札日時 平成30年10月31日　　午前09時35分

社会資本整備総合交付金事業　閑乗寺公園管理棟外構工事
件名

施行場所 南砺市　井波外二入会　地内

期間 平成30年11月 1日　から　平成31年 1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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \3,320,000                   

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博2         \3,280,000                   

東洋道路興業㈱　代表取締役　梶谷　公康3         \3,300,000                   

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之4         \3,250,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一5         \3,320,000                   
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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）         \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）         \3,348,000

（税込）         \3,615,840 うち消費税相当額           \267,840

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主事　棚田　結希恵

IP54P180
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入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001895 入札日時 平成30年10月31日　　午前09時40分

城端地域水道施設監視システム改修工事
件名

施行場所 南砺市　城端　地内ほか

期間 平成30年11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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \2,970,000                   

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \2,960,000                   

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

3         \2,975,000                   

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次4         \2,940,000                                     落札

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二5         \2,950,000                   
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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）         \2,940,000

（税込）         \3,175,200 うち消費税相当額           \235,200

（３）予定価格 （税抜）         \3,000,000

（税込）         \3,240,000 うち消費税相当額           \240,000

（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　主事　棚田　結希恵

IP54P180
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入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001866 入札日時 平成30年10月31日　　午前09時45分

平・上平地域地籍調査素図等作成業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　下梨・小来栖・西赤尾町　地内

履行期限 平成30年10月31日　から　平成31年 2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

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹1         \5,500,000                   

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店　支店長
　安田　健一

2         \5,450,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \5,500,000                   

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

4         \5,500,000                   

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

5         \5,500,000                   

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏6         \5,300,000                                     落札

㈱中部コンサルタント　代表取締役　高田　雅
彦

7         \5,510,000                   
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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）         \5,300,000

（税込）         \5,724,000 うち消費税相当額           \424,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,513,000

（税込）         \5,954,040 うち消費税相当額           \441,040

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主事　棚田　結希恵

IP54P180

9



   1 頁

入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001894 入札日時 平成30年10月31日　　午前09時50分

社会資本整備総合交付金事業　市道山の神線雪崩予防施設測量設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　利賀村坂上　地内

履行期限 平成30年11月 1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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \3,980,000                   

㈱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         \4,000,000                   
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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）         \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）         \4,102,000

（税込）         \4,430,160 うち消費税相当額           \328,160

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　主幹　吉田　敏一

立会者職氏名 市長政策部財政課管財係　主事　棚田　結希恵

IP54P180
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入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001897 入札日時 平成30年10月31日　　午前09時55分

小又浄水場膜モジュール薬品洗浄業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　小又　地内

履行期限 平成30年11月 1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

荏原商事㈱　富山支店　支店長　寺川　裕司1           \740,000                                     落札

㈱柿本商会　富山支店　支店長　村中　正広2           \800,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3           \770,000                   

㈱野原組　代表取締役　野原　宏史4                   辞退

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5           \780,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

荏原商事㈱　富山支店　支店長　寺川　裕司

（２）落札額 （税抜）           \740,000

（税込）           \799,200 うち消費税相当額            \59,200

（３）予定価格 （税抜）           \800,000

（税込）           \864,000 うち消費税相当額            \64,000

（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　主事　棚田　結希恵

IP54P180
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入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001899 入札日時 平成30年10月31日　　午前10時00分

福光・城端地域消雪設備点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　福光・城端　地域

履行期限 平成30年11月 1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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治1         \2,256,000                   

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2         \2,250,000                                     落札

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二3         \2,260,000                   

ふくみつでんき㈱　代表取締役　堀田　敏浩4         \2,255,000                   

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男5         \2,260,000                   
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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）         \2,250,000

（税込）         \2,430,000 うち消費税相当額           \180,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,269,000

（税込）         \2,450,520 うち消費税相当額           \181,520

（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　主事　棚田　結希恵

IP54P180
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   1 頁

入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001900 入札日時 平成30年10月31日　　午前10時05分

福野地域ほか消雪設備点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　福野　地域ほか

履行期限 平成30年11月 1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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \2,030,000                                     落札

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \2,040,000                   

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

3         \2,040,000                   

森田電器　個人事業主　森田　良一4         \2,060,000                   

㈲森田電気商会　代表取締役　森田　松司5         \2,050,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之

（２）落札額 （税抜）         \2,030,000

（税込）         \2,192,400 うち消費税相当額           \162,400

（３）予定価格 （税抜）         \2,080,000

（税込）         \2,246,400 うち消費税相当額           \166,400

（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　主事　棚田　結希恵

IP54P180
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入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001861 入札日時 平成30年10月31日　　午前10時10分

南砺市子ども・子育て支援事業計画策定ニーズ調査等支援業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　井波　地内

履行期限 平成30年11月 1日　から　平成31年 3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

アシスト㈱　代表取締役　西村　竹松1         \1,358,000                                     落札

㈱ぎょうせい　東海支社　支社長　原川　善郎2                   辞退

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

3         \2,030,000                   

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　利田　清宣4         \2,132,000                   

㈱ラックス　代表取締役　田原　慎嗣5         \1,800,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

アシスト㈱　代表取締役　西村　竹松

（２）落札額 （税抜）         \1,358,000

（税込）         \1,466,640 うち消費税相当額           \108,640

（３）予定価格 （税抜）         \2,132,000

（税込）         \2,302,560 うち消費税相当額           \170,560

（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　主事　棚田　結希恵

IP54P180
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入札執行表（結果）
平成30年度 契約番号 2018001812 入札日時 平成30年10月31日　　午前10時15分

理科教育設備整備費等補助金事業　理科等教育教材備品購入
件名

納入場所 南砺市立城端小学校ほか１３校

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

㈱片村書店　代表取締役　片村　喜久子1                   辞退

合同会社髙文堂書店　代表社員　高坂　武2                   辞退

台蔵教育機器　台蔵　浩3         \3,250,000                                     落札

富山教材株式会社　代表取締役社長　野上　幸
夫

4                   辞退

㈲富山県教育用品　代表取締役　舟木　浩二5                   辞退

㈲ネスト　南砺支店　支店長　清沢　伸之6                   辞退

山本紙茶店　山本　均7         \3,380,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

台蔵教育機器　台蔵　浩

（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）         \3,330,000

（税込）         \3,596,400 うち消費税相当額           \266,400

（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　主事　棚田　結希恵

IP54P180
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平成３０年１０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

安達建設㈱

中越興業㈱

33,440,000

円

33,460,000

(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

110.00

3.2875

請 負
対 象 額

110.00

2
2

1

摘　要

1
36,115,200

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

順位

円円

南砺市　泉沢　地内

平成３１年　３月１５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

小矢部川圏域総合流域防災事業　城端地域バイパス
水路整備その４工事

第2018001934号建設課

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１０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

31,931,240 29,565,963

円

36,158,400 33,480,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

3.2895
落札
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