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   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001481 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道石黒北山田線道路改良その５工事
件名

施行場所 南砺市　川西　地内

期間 令和 2年 9月10日　から　令和 3年 3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

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        \27,180,000                                     

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄2        \27,170,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3        \27,120,000                                     

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊4        \27,120,000                                     

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一5        \27,140,000                                     

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功6        \27,100,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一7        \27,150,000                                     

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

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功

（２）落札額 （税抜）        \27,100,000

（税込）        \29,810,000 うち消費税相当額         \2,710,000

（３）予定価格 （税抜）        \27,260,000

（税込）        \29,986,000 うち消費税相当額         \2,726,000

（４）        \24,086,730低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \26,495,403 うち消費税相当額         \2,408,673

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日
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入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001457 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前10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その４工事
件名

施行場所 南砺市　和泉　地内

期間 令和 2年 9月10日　から　令和 3年 1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        \13,120,000                                     

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄2        \13,040,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3        \13,060,000                                     

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊4        \13,030,000                                     

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一5        \13,100,000                                     

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功6        \13,000,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一7        \13,070,000                                     

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

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功

（２）落札額 （税抜）        \13,000,000

（税込）        \14,300,000 うち消費税相当額         \1,300,000

（３）予定価格 （税抜）        \13,170,000

（税込）        \14,487,000 うち消費税相当額         \1,317,000

（４）        \11,566,213低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \12,722,834 うち消費税相当額         \1,156,621

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日
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入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001485 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道井波環状線側溝改良その１工事
件名

施行場所 南砺市　坪野　地内

期間 令和 2年 9月10日　から　令和 3年 3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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1        \11,280,000                                     

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣2        \11,300,000                                     

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之3        \11,200,000                                     落札

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

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之

（２）落札額 （税抜）        \11,200,000

（税込）        \12,320,000 うち消費税相当額         \1,120,000

（３）予定価格 （税抜）        \11,350,000

（税込）        \12,485,000 うち消費税相当額         \1,135,000

（４）         \9,942,141低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,936,355 うち消費税相当額           \994,214

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日
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入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001460 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前10時00分

城南スタジアムグラウンド改修工事
件名

施行場所 南砺市　泉沢　地内

期間 令和 2年 9月10日　から　令和 2年11月27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         \9,280,000                                     

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2         \9,250,000                                     落札

㈱健名組　代表取締役　健名　智博3         \9,280,000                                     

中越興業㈱　代表取締役　山下　博4         \9,270,000                                     

トナミグリーン㈱　代表取締役　水野　誠5         \9,300,000                                     

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

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦

（２）落札額 （税抜）         \9,250,000

（税込）        \10,175,000 うち消費税相当額           \925,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,326,000

（税込）        \10,258,600 うち消費税相当額           \932,600

（４）         \8,150,484低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,965,532 うち消費税相当額           \815,048

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001420 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前10時00分

光龍館フェンス設置工事
件名

施行場所 南砺市　高宮　地内

期間 令和 2年 9月10日　から　令和 2年11月27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         \1,340,000                                     

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \1,342,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \1,330,000                                     落札

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一4         \1,340,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一5         \1,337,000                                     

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

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久

（２）落札額 （税抜）         \1,330,000

（税込）         \1,463,000 うち消費税相当額           \133,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,350,000

（税込）         \1,485,000 うち消費税相当額           \135,000

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日
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入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001452 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前10時30分

市道中の平線道路台帳修正業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　中畑　地内

履行期限 令和 2年 9月10日　から　令和 3年 2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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1           \740,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2           \720,000                                     落札

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3           \740,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4           \740,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5           \740,000                                     

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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織田　茂雄

（２）落札額 （税抜）           \720,000

（税込）           \792,000 うち消費税相当額            \72,000

（３）予定価格 （税抜）           \755,000

（税込）           \830,500 うち消費税相当額            \75,500

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日
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入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001466 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前10時30分

道路メンテナンス事業　市道上梨小原線太平橋ほか橋梁補修設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　上梨　地内ほか

履行期限 令和 2年 9月10日　から　令和 3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

北建コンサル㈱　南砺支店　支店長　鷲北　慎
一

1        \11,600,000                                     

㈱建成コンサルタント　南砺支店　支店長　大
蔵　欣司

2        \11,900,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3        \11,600,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

4        \11,600,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

5        \11,500,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏6        \11,600,000                                     

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

7        \10,980,000                                     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

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）        \10,980,000

（税込）        \12,078,000 うち消費税相当額         \1,098,000

（３）予定価格 （税抜）        \11,990,000

（税込）        \13,189,000 うち消費税相当額         \1,199,000

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001469 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前10時30分

市道小坂祖谷１号線測量設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　小坂　地内

履行期限 令和 2年 9月10日　から　令和 3年 3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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \3,550,000                                     落札

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \3,700,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \3,600,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \3,650,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \3,650,000                                     

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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　一男

（２）落札額 （税抜）         \3,550,000

（税込）         \3,905,000 うち消費税相当額           \355,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,725,000

（税込）         \4,097,500 うち消費税相当額           \372,500

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001446 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前10時30分

平地域浄水処理施設濁度計点検整備業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　上梨　地内ほか

履行期限 令和 2年 9月10日　から　令和 2年12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

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次1         \2,300,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2         \2,340,000                                     

㈱長田組　代表取締役　長田　一政3         \2,350,000                                     

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司4         \2,360,000                                     

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

5         \2,320,000                                     

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

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次

（２）落札額 （税抜）         \2,300,000

（税込）         \2,530,000 うち消費税相当額           \230,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,365,000

（税込）         \2,601,500 うち消費税相当額           \236,500

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001442 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前10時30分

富山県知事選挙ポスター掲示場設置等業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 令和 2年 9月10日　から　令和 2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

㈱加藤建材　代表取締役　加藤　考一1         \4,120,000                                     落札

かんばん工芸　代表　安念　智哉2         \4,140,000                                     

チューモク㈱　代表取締役　澤田　喜朗3         \4,130,000                                     

㈱デザインさかもと　代表　坂本　邦弘4         \4,140,000                                     

松本塗装工業㈱　代表取締役　山本　善光5         \4,130,000                                     

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

㈱加藤建材　代表取締役　加藤　考一

（２）落札額 （税抜）         \4,120,000

（税込）         \4,532,000 うち消費税相当額           \412,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,148,000

（税込）         \4,562,800 うち消費税相当額           \414,800

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180

10

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001419 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前10時30分

下梨Ⅱ地区地籍調査準備業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　下梨　地内

履行期限 令和 2年 9月10日　から　令和 2年 9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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1           \850,000                                     落札

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉2           \950,000                                     

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴3           \860,000                                     

富山県西部森林組合　代表理事組合長　森松　
亮

4           \830,000                                     無効

㈱長田組　代表取締役　長田　一政5           \880,000                                     

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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治

（２）落札額 （税抜）           \850,000

（税込）           \935,000 うち消費税相当額            \85,000

（３）予定価格 （税抜）           \900,000

（税込）           \990,000 うち消費税相当額            \90,000

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180

11

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001463 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前10時30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 令和 2年 9月10日　から　令和 2年11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

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎1         \9,000,000                                     

千代田機電㈱　南砺店　店長　山出　誠一朗2         \9,200,000                                     

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎3         \8,900,000                                     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         \9,050,000                                     

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）         \8,900,000

（税込）         \9,790,000 うち消費税相当額           \890,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,127,000

（税込）        \10,039,700 うち消費税相当額           \912,700

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180

12

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001389 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前11時00分

南砺市営バス車両購入
件名

納入場所 南砺市役所利賀市民センター

納入期限 令和 3年 3月19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        \10,720,000                                     

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　
憲仁

2        \10,250,000                                     落札

3                                                       

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

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）        \10,250,000

（税込）        \11,275,000 うち消費税相当額         \1,025,000

（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 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001424 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前11時00分

南砺市医療情報システム電子カルテ関連機器購入
件名

納入場所 南砺市井波地内ほか

納入期限 令和 2年12月18日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱石川コンピュータ・センター　代表取締役社
長　山浦　伯之

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

ＮＥＳ㈱　代表取締役社長　成川　和彦3        \31,000,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫4        \31,400,000                                     

㈱トヤマデータセンター　高岡支店　支店長　
四柳　一也

5        \32,850,000                                     

三谷商事㈱　情報システム事業部金沢支店富山
営業所　所長　内海　義之

6        \26,700,000                                     落札

山本紙茶店　代表　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

三谷商事㈱　情報システム事業部金沢支店富山営業所　所長　内海　義之

（２）落札額 （税抜）        \26,700,000

（税込）        \29,370,000 うち消費税相当額         \2,670,000

（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 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001431 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前11時00分

交流センターオンライン会議環境整備備品購入
件名

納入場所 福野中部交流センターほか30施設

納入期限 令和 2年11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

㈱インターウェブ　代表取締役　北村　孝志1        \11,800,000                                     

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

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

3                                                       辞退

となみ衛星通信テレビ㈱　代表取締役社長　河
合　常晴

4                                                       辞退

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二5        \12,000,000                                     

㈱山田事務機　代表取締役　山田　孝6                                                       辞退

山本紙茶店　代表　山本　均7        \11,200,000                                     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

山本紙茶店　代表　山本　均

（２）落札額 （税抜）        \11,200,000

（税込）        \12,320,000 うち消費税相当額         \1,120,000

（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 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001449 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前11時00分

オンライン会議用備品・テレワーク用端末購入
件名

納入場所 南砺市統合庁舎ほか

納入期限 令和 2年11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

㈱インターウェブ　代表取締役　北村　孝志1         \6,800,000                                     

㈱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

ＮＥＳ㈱　代表取締役社長　成川　和彦3         \6,350,000                                     落札

日本ソフテック㈱　代表取締役　窪田　育夫4                                                       辞退

富士ゼロックス北陸㈱　富山支店　富山支店長
　氷見　崇

5                                                       辞退

㈱山田事務機　代表取締役　山田　孝6                                                       辞退

山本紙茶店　代表　山本　均7         \7,000,000                                     

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

ＮＥＳ㈱　代表取締役社長　成川　和彦

（２）落札額 （税抜）         \6,350,000

（税込）         \6,985,000 うち消費税相当額           \635,000

（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 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001473 入札日時 令和 2年 9月 8日　　午前11時00分

コミュニティ助成事業　消防団活動備品購入
件名

納入場所 南砺消防署

納入期限 令和 2年11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

㈱カワノ　砺波営業所　営業所長　吉川　晃平1           \900,000                                     

㈲セイエー防災　代表取締役　波　貴志2           \920,000                                     

㈲マルタカ防災　小矢部支店　支店長　髙橋　
薫

3           \848,000                                     

㈱菱商　代表取締役　小森　正明4           \935,000                                     

レスキューシステム　南砺営業所　所長　岡崎
　幹夫

5           \772,600                                     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

レスキューシステム　南砺営業所　所長　岡崎　幹夫

（２）落札額 （税抜）           \772,600

（税込）           \849,860 うち消費税相当額            \77,260

（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 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　主査　近藤　隆洋

IP54P180
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令和２年９月８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㈱

131,800,000

円

131,900,000

(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10％に相当する額を加算した額である。

円

110.00

0.8340

請 負
対 象 額

110.00

2
2

1

摘　要

1
144,980,000

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

順位

円円

南砺市　泉沢　地内

令和３年　３月１２日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

令和２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８工事

第2020001438号建設維持課

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１０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
令和２年　９月　８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

130,183,489 118,348,627

円

145,200,000 132,000,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

0.8346
落札

　

　

　
145,090,000

　

　

　

　

　


