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   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020002275 入札日時 令和 3年 1月14日　　午前10時00分

市道荒木吉江中線舗装打換工事
件名

施行場所 南砺市　吉江中　地内

期間 令和 3年 1月18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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \5,500,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \5,460,000                                     

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄3         \5,480,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久4         \5,450,000                                     落札

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）         \5,450,000

（税込）         \5,995,000 うち消費税相当額           \545,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,524,000

（税込）         \6,076,400 うち消費税相当額           \552,400

（４）         \4,808,112低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,288,923 うち消費税相当額           \480,811

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 2020002268 入札日時 令和 3年 1月14日　　午前10時00分

利賀デイサービスセンター送迎用車両購入
件名

納入場所 利賀デイサービスセンター

納入期限 令和 3年 3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

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵1         \1,439,000                                     落札

㈱ビックモーター石崎　代表取締役　石崎　忠
和

2         \1,448,780                                     

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

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵

（２）落札額 （税抜）         \1,439,000

（税込）         \1,582,900 うち消費税相当額           \143,900

（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 2020002267 入札日時 令和 3年 1月14日　　午前10時00分

南砺市立小中学校指導者用パソコン購入
件名

納入場所 南砺市立井波小学校ほか

納入期限 令和 3年 3月26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        \48,000,000                                     

㈱インテック　行政システム事業本部　本部長
　牧野　賢藏

2        \71,000,000                                     

ＮＥＳ㈱　代表取締役社長　成川　和彦3        \41,800,000                                     落札

となみ衛星通信テレビ㈱　代表取締役社長　河
合　常晴

4                                                       辞退

西日本電信電話㈱　富山支店　支店長　宮﨑　
俊之

5                                                       辞退

富士ゼロックス北陸㈱　富山支店　富山支店長
　氷見　崇

6                                                       辞退

山本紙茶店　代表　山本　均7        \49,000,000                                     

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）        \41,800,000

（税込）        \45,980,000 うち消費税相当額         \4,180,000

（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 2020002271 入札日時 令和 3年 1月14日　　午前10時00分

公立南砺中央病院外来診療科用超音波画像診断装置更新
件名

納入場所 公立南砺中央病院

納入期限 令和 3年 3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

小野医療器㈱　代表取締役　小野　誠三1                                                       辞退

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2         \6,450,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3         \6,530,000                                     

ナレッジメディカル株式会社　高岡営業所　取
締役社長　久湊　勝巳

4         \6,530,000                                     

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5         \6,600,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6         \6,180,000                                     落札

㈱ミタス　富山支店　支店長　向川　憲道7         \6,800,000                                     

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

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規明

（２）落札額 （税抜）         \6,180,000

（税込）         \6,798,000 うち消費税相当額           \618,000

（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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