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   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号 2019002151 入札日時 令和元年11月26日　　　午前09時00分

南砺市統合庁舎整備事業福光庁舎本館トイレ改修工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 令和元年11月27日　から　令和 2年 3月13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         \6,670,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2         \6,680,000                   

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一3         \6,690,000                   

㈱森組　代表取締役　森　雄一4         \6,680,000                   
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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）         \6,670,000

（税込）         \7,337,000 うち消費税相当額           \667,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,692,000

（税込）         \7,361,200 うち消費税相当額           \669,200

（４）         \6,037,459低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,641,204 うち消費税相当額           \603,745

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　係長　斉田　亨

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

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号 2019002158 入札日時 令和元年11月26日　　　午前09時05分

城端地域バイパス水路整備工事に伴う配水管移転工事
件名

施行場所 南砺市　泉沢　地内

期間 令和元年11月27日　から　令和 2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

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦1         \4,960,000                   

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一2         \4,970,000                   

実研工業㈱　代表取締役　水口　實3         \4,950,000                                     落札

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦4         \4,980,000                   

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \4,970,000                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

実研工業㈱　代表取締役　水口　實

（２）落札額 （税抜）         \4,950,000

（税込）         \5,445,000 うち消費税相当額           \495,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,990,000

（税込）         \5,489,000 うち消費税相当額           \499,000

（４）         \4,382,460低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,820,706 うち消費税相当額           \438,246

執行者職氏名 市長政策部財政課管財係　係長　斉田　亨

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

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号 2019002109 入札日時 令和元年11月26日　　　午前09時10分

南砺市道路台帳調製その５業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　福光　地域ほか

履行期限 令和元年11月27日　から　令和 2年 3月13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         \1,030,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \1,050,000                   

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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \1,030,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \1,060,000                   
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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）         \1,000,000

（税込）         \1,100,000 うち消費税相当額           \100,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,076,000

（税込）         \1,183,600 うち消費税相当額           \107,600

（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　係長　斉田　亨

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

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号 2019002153 入札日時 令和元年11月26日　　　午前09時15分

社会資本整備総合交付金事業　市道井波環状線道路台帳修正業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　坪野　地内ほか

履行期限 令和元年11月27日　から　令和 2年 3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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1           \860,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2           \850,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3           \880,000                   

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

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5           \870,000                   
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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）           \830,000

（税込）           \913,000 うち消費税相当額            \83,000

（３）予定価格 （税抜）           \880,000

（税込）           \968,000 うち消費税相当額            \88,000

（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　係長　斉田　亨

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

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号 2019002154 入札日時 令和元年11月26日　　　午前09時20分

吉江中学校テニスコート測量設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　荒木　地内

履行期限 令和元年11月27日　から　令和 2年 3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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \1,460,000                   

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \1,480,000                   

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \1,400,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \1,430,000                   

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \1,430,000                   
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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）         \1,400,000

（税込）         \1,540,000 うち消費税相当額           \140,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,512,000

（税込）         \1,663,200 うち消費税相当額           \151,200

（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　係長　斉田　亨

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

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号 2019002166 入札日時 令和元年11月26日　　　午前09時25分

南砺市立小中学校教職員用セキュリティＵＳＢメモリ設定業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　井波　地内

履行期限 令和元年11月27日　から　令和 2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

㈱インターウェブ　代表取締役　北村　孝志1         \3,500,000                   

㈱インテック　行政システム事業本部　本部長
　牧野　賢藏

2         \3,355,000                   

ＮＥＳ㈱　代表取締役社長　成川　和彦3         \1,966,000                                     落札

クオリカ㈱　ＭＡ事業本部　営業統括部　部長
　平石　裕二

4                   辞退

となみ衛星通信テレビ㈱　代表取締役社長　河
合　常晴

5         \2,861,700                   

西日本電信電話㈱　富山支店　支店長　宮﨑　
俊之

6                   辞退

富士ゼロックス北陸㈱　富山支店　富山支店長
　氷見　崇

7         \2,887,500                   
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

ＮＥＳ㈱　代表取締役社長　成川　和彦

（２）落札額 （税抜）         \1,966,000

（税込）         \2,162,600 うち消費税相当額           \196,600

（３）予定価格 （税抜）         \3,566,000

（税込）         \3,922,600 うち消費税相当額           \356,600

（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　係長　斉田　亨

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

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号 2019002126 入札日時 令和元年11月26日　　　午前09時30分

南砺市複合機賃貸借
件名

施行場所 南砺市　一円

期間 令和元年11月27日　から　令和 7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

大浦ビジネスマシン㈱　代表取締役　堀川　茂
一

1                   辞退

第一プロデュース㈱　代表取締役　釋永　一男2                   辞退

第一レンタル㈱　代表取締役　釋永　一男3                   辞退

富士ゼロックス北陸㈱　富山支店　富山支店長
　氷見　崇
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㈱山田事務機　代表取締役　山田　孝5                   辞退

山本紙茶店　代表　山本　均6                   辞退

㈱立業社・ビジネス・マシンズ　代表取締役社
長　貫場　昭夫

7                   辞退
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

該当者無し

（２）落札額 （税抜）                 \0

（税込）                 \0 うち消費税相当額                 \0

（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　係長　斉田　亨

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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入札結果及び経過
平成31年度 契約番号 2019002147 入札日時 令和元年11月26日　　　午前09時35分

南砺市立福光東部小学校　学生机・イス購入
件名

納入場所 南砺市立福光東部小学校

納入期限 令和 2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

㈱加藤建材　代表取締役　加藤　考一2         \1,600,000                   

合同会社髙文堂書店　代表社員　高坂　武3                   辞退

㈱山田事務機　代表取締役　山田　孝4         \1,449,600                                     落札

山本紙茶店　代表　山本　均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

㈱山田事務機　代表取締役　山田　孝

（２）落札額 （税抜）         \1,449,600

（税込）         \1,594,560 うち消費税相当額           \144,960

（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　係長　斉田　亨

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

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号 2019002146 入札日時 令和元年11月26日　　　午前09時40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

納入期限 令和 2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

㈲あゆみ教材社　代表取締役　若﨑　三千代1                   辞退

㈱片村書店　代表取締役　片村　喜久子2                   辞退

合同会社髙文堂書店　代表社員　高坂　武3                   辞退

台蔵教育機器　台蔵　浩4         \2,240,000                                     落札

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

㈲ネスト　南砺支店　支店長　清沢　伸之6         \2,350,000                   

山本紙茶店　代表　山本　均7         \2,410,000                   
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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）         \2,240,000

（税込）         \2,464,000 うち消費税相当額           \224,000

（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　係長　斉田　亨

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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