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入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020000909 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時00分

福野児童センター「アルカス」大規模修繕工事
件名

施行場所 南砺市　二日町　地内

期間 令和 2年 7月 3日　から　令和 2年12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        \24,450,000                                     

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔2        \24,350,000                                     落札

㈱神能工務店　代表取締役　神能　貴典3        \24,480,000                                     

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

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔

（２）落札額 （税抜）        \24,350,000

（税込）        \26,785,000 うち消費税相当額         \2,435,000

（３）予定価格 （税抜）        \24,570,000

（税込）        \27,027,000 うち消費税相当額         \2,457,000

（４）        \22,238,565低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \24,462,421 うち消費税相当額         \2,223,856

執行者職氏名 総務部財政課　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

IP54P180

1

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 2020000810 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時00分

地方創生道整備推進交付金事業　市道坂上上百瀬線舗装その５工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村上百瀬　地内

期間 令和 2年 7月 3日　から　令和 2年 8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

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄1         \7,850,000                                     

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之2         \7,800,000                                     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

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之

（２）落札額 （税抜）         \7,800,000

（税込）         \8,580,000 うち消費税相当額           \780,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,000,000

（税込）         \8,800,000 うち消費税相当額           \800,000

（４）         \6,974,188低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,671,606 うち消費税相当額           \697,418

執行者職氏名 総務部財政課　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

IP54P180

2

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 2020000887 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道石黒北山田線舗装打換工事
件名

施行場所 南砺市　松木　地内

期間 令和 2年 7月 3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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \7,800,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \7,770,000                                     

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄3         \7,800,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久4         \7,770,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一5         \7,750,000                                     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

㈱森組　代表取締役　森　雄一

（２）落札額 （税抜）         \7,750,000

（税込）         \8,525,000 うち消費税相当額           \775,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,870,000

（税込）         \8,657,000 うち消費税相当額           \787,000

（４）         \6,831,855低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,515,040 うち消費税相当額           \683,185

執行者職氏名 総務部財政課　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

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 2020000925 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時00分

市道区画線復旧工事
件名

施行場所 南砺市一円

期間 令和 2年 7月 3日　から　令和 2年10月 9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

北日本道路企画㈱　代表取締役　山本　玉子1         \8,990,000                                     落札

中部交通標識㈱　砺波営業所　所長　葭田　克2         \9,050,000                                     

富美道路㈱　代表取締役　川原　和弘3         \9,030,000                                     

日本海興発㈱　南砺営業所　所長　渡辺　博4         \9,010,000                                     

北陸道路標識㈱　代表取締役　河合　信輔5         \9,080,000                                     

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

北日本道路企画㈱　代表取締役　山本　玉子

（２）落札額 （税抜）         \8,990,000

（税込）         \9,889,000 うち消費税相当額           \899,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,100,000

（税込）        \10,010,000 うち消費税相当額           \910,000

（４）         \8,052,999低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,858,298 うち消費税相当額           \805,299

執行者職氏名 総務部財政課　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

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 2020000867 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時00分

旅川体育館等高圧受電設備更新工事
件名

施行場所 南砺市　院林　地内

期間 令和 2年 7月 3日　から　令和 2年10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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎1         \4,350,000                                     

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次2         \4,350,000                                     

ふくみつでんき㈱　代表取締役　堀田　敏浩3         \4,340,000                                     

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子4         \4,340,000                                     

森田電器　個人事業主　森田　良一5         \4,330,000                                     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

森田電器　個人事業主　森田　良一

（２）落札額 （税抜）         \4,330,000

（税込）         \4,763,000 うち消費税相当額           \433,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,376,000

（税込）         \4,813,600 うち消費税相当額           \437,600

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

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 2020000818 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時00分

市道土山能美線送水管更新工事
件名

施行場所 南砺市　土山　地内

期間 令和 2年 7月 3日　から　令和 2年10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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎1         \1,370,000                                     

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \1,360,000                                     落札

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣3         \1,378,000                                     

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和4         \1,370,000                                     

㈱ヨシダ　代表取締役　吉田　俊朗5         \1,375,000                                     

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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志

（２）落札額 （税抜）         \1,360,000

（税込）         \1,496,000 うち消費税相当額           \136,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,380,000

（税込）         \1,518,000 うち消費税相当額           \138,000

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

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 2020000886 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時00分

たいらスキー場ロッジ峰非常用照明修繕工事
件名

施行場所 南砺市　梨谷　地内

期間 令和 2年 7月 3日　から　令和 2年 8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

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一1         \1,730,000                                     

実研工業㈱　代表取締役　水口　實2         \1,740,000                                     

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二3         \1,710,000                                     

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男4         \1,700,000                                     落札

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \1,720,000                                     

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

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男

（２）落札額 （税抜）         \1,700,000

（税込）         \1,870,000 うち消費税相当額           \170,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,760,000

（税込）         \1,936,000 うち消費税相当額           \176,000

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

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 2020000857 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時45分

平地域調査区地籍調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　大島　地内

履行期限 令和 2年 7月 3日　から　令和 2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

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

㈱宏和　代表取締役　堀　英男2           \500,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

3           \504,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

4           \490,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5           \470,000                                     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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（２）落札額 （税抜）           \470,000

（税込）           \517,000 うち消費税相当額            \47,000

（３）予定価格 （税抜）           \504,000

（税込）           \554,400 うち消費税相当額            \50,400

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

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 2020000849 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時45分

生活基盤施設耐震化等交付金事業　福野地域ほか水管橋詳細設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　野原　地内ほか

履行期限 令和 2年 7月 3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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

1        \25,600,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男2        \25,000,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

3        \25,000,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

4        \25,000,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5        \25,000,000                                     

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　大
村　隆

6        \24,200,000                                     落札

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　大西　正人7        \25,100,000                                     

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

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　大村　隆

（２）落札額 （税抜）        \24,200,000

（税込）        \26,620,000 うち消費税相当額         \2,420,000

（３）予定価格 （税抜）        \25,600,000

（税込）        \28,160,000 うち消費税相当額         \2,560,000

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

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 2020000851 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時45分

社会資本整備総合交付金事業　市道橋梁３期点検その４業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　遊部　地内ほか

履行期限 令和 2年 7月 3日　から　令和 3年 2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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

1        \14,150,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2        \13,800,000                                     

北建コンサル㈱　南砺支店　支店長　鷲北　慎
一

3        \14,000,000                                     

㈱建成コンサルタント　南砺支店　支店長　大
蔵　欣司

4        \14,000,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男5        \13,900,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

6        \13,400,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏7        \13,800,000                                     

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

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷　修

（２）落札額 （税抜）        \13,400,000

（税込）        \14,740,000 うち消費税相当額         \1,340,000

（３）予定価格 （税抜）        \14,150,000

（税込）        \15,565,000 うち消費税相当額         \1,415,000

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

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 2020000866 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時45分

社会資本整備総合交付金事業　市道橋梁３期点検その５業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　野原　地内ほか

履行期限 令和 2年 7月 3日　から　令和 3年 2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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

1        \12,300,000                                     

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹2        \12,400,000                                     

㈱建技　南砺支店　支店長　橋詰　哲也3        \12,600,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4        \12,300,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5        \12,000,000                                     落札

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　大
村　隆

6        \12,200,000                                     

北電技術コンサルタント㈱　南砺営業所　所長
　小笹　紳一郎

7        \12,620,000                                     

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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（２）落札額 （税抜）        \12,000,000

（税込）        \13,200,000 うち消費税相当額         \1,200,000

（３）予定価格 （税抜）        \12,620,000

（税込）        \13,882,000 うち消費税相当額         \1,262,000

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

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 2020000865 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時45分

南砺地区農業集落排水施設　機能診断調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　北野　地内ほか

履行期限 令和 2年 7月 3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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

1         \8,910,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \8,800,000                                     

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹3         \8,700,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

4         \8,900,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

5         \8,700,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏6         \8,500,000                                     落札

㈱太陽設計　南砺事務所　所長　岸　知広7         \8,800,000                                     

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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（２）落札額 （税抜）         \8,500,000

（税込）         \9,350,000 うち消費税相当額           \850,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,910,000

（税込）         \9,801,000 うち消費税相当額           \891,000

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

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 2020000830 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時45分

社会資本整備総合交付金事業　市道小坂岩木線岩木工区道路詳細設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　岩木　地内

履行期限 令和 2年 7月 3日　から　令和 3年 2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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \5,250,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \5,350,000                                     

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店　支店長
　安田　健一

3         \5,400,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4         \5,200,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5         \5,350,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二6         \5,300,000                                     

北陸航測㈱　南砺支店　支店長　小倉　清紀7         \5,480,000                                     

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）         \5,200,000

（税込）         \5,720,000 うち消費税相当額           \520,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,480,000

（税込）         \6,028,000 うち消費税相当額           \548,000

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

IP54P180

13

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 2020000920 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時45分

林道日尾線日尾橋補修設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　利賀村上百瀬　地内

履行期限 令和 2年 7月 3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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

1         \2,761,000                                     

北建コンサル㈱　南砺支店　支店長　鷲北　慎
一

2         \2,750,000                                     

㈱建技　南砺支店　支店長　橋詰　哲也3         \2,650,000                                     落札

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4         \2,700,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

5         \2,760,000                                     

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

㈱建技　南砺支店　支店長　橋詰　哲也

（２）落札額 （税抜）         \2,650,000

（税込）         \2,915,000 うち消費税相当額           \265,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,761,000

（税込）         \3,037,100 うち消費税相当額           \276,100

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

IP54P180

14

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 2020000921 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時45分

農山漁村地域整備交付金事業　新田橋橋梁点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　利賀村坂上　　地内

履行期限 令和 2年 7月 3日　から　令和 2年10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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

1           \930,000                                     

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹2           \950,000                                     

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店　支店長
　安田　健一

3           \950,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4           \900,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5           \930,000                                     

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

㈱宏和　代表取締役　堀　英男

（２）落札額 （税抜）           \900,000

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

（３）予定価格 （税抜）           \957,000

（税込）         \1,052,700 うち消費税相当額            \95,700

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

IP54P180

15

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 2020000881 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時45分

公立南砺中央病院樹木管理業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　梅野　地内

履行期限 令和 2年 7月 3日　から　令和 2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

片岸造園　代表者　片岸　信義1         \2,200,000                                     

桜ヶ池造園　代表者　岩滝　純一2         \2,220,000                                     

㈲高田造園土木　代表取締役　高田　敏充3         \2,190,000                                     

トナミグリーン㈱　代表取締役　水野　誠4         \2,180,000                                     落札

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一5         \2,210,000                                     

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

トナミグリーン㈱　代表取締役　水野　誠

（２）落札額 （税抜）         \2,180,000

（税込）         \2,398,000 うち消費税相当額           \218,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,231,000

（税込）         \2,454,100 うち消費税相当額           \223,100

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

IP54P180

16

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 2020000813 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前10時45分

第３期南砺市障がい者計画策定アンケート調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市地域包括ケアセンター

履行期限 令和 2年 7月 3日　から　令和 2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

アシスト㈱　代表取締役　西村　竹松1           \926,000                                     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         \1,260,000                                     

㈱日本海コンサルタント　富山支店　支店長　
田原　雅夫

4                                                       辞退

一般財団法人北陸経済研究所　理事長　浅林　
孝志

5           \990,000                                     

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

アシスト㈱　代表取締役　西村　竹松

（２）落札額 （税抜）           \926,000

（税込）         \1,018,600 うち消費税相当額            \92,600

（３）予定価格 （税抜）         \1,260,000

（税込）         \1,386,000 うち消費税相当額           \126,000

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

IP54P180

17

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 2020000926 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前11時30分

城端地域ほか除雪トラック車検整備
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 7月 3日　から　令和 2年10月23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

㈲稲垣自動車　代表取締役　本間　龍信1         \2,285,000                                     

㈱岩城自動車工業所　代表取締役　岩城　栄吉2         \2,275,000                                     

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　
憲仁

3                                                       欠席

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二4         \2,260,000                                     落札

㈲吉田モータース　代表取締役　吉田　進5         \2,290,000                                     

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

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二

（２）落札額 （税抜）         \2,260,000

（税込）         \2,486,000 うち消費税相当額           \226,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,293,000

（税込）         \2,522,300 うち消費税相当額           \229,300

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

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 2020000708 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前11時30分

電源立地地域対策交付金事業　福光プールマイクロバス購入
件名

納入場所 福光プール

納入期限 令和 2年12月11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         \5,600,000                                     落札

㈲福野自工　代表取締役　梅木　隆太2         \5,870,000                                     

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二3         \6,300,000                                     

㈲村上自動車整備工場　代表取締役　村上　功4         \6,210,000                                     

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

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵

（２）落札額 （税抜）         \5,600,000

（税込）         \6,160,000 うち消費税相当額           \560,000

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020000868 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前11時30分

公立南砺中央病院単票式薬袋プリンター更新
件名

納入場所 公立南砺中央病院

納入期限 令和 2年 8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

小野医療器㈱　代表取締役　小野　誠三1         \1,500,000                                     落札

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2         \1,580,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3         \1,580,000                                     

㈱中川医療器械　代表取締役　中川　直実4                                                       辞退

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

5                                                       辞退

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹6         \1,620,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

7         \1,600,000                                     

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

小野医療器㈱　代表取締役　小野　誠三

（２）落札額 （税抜）         \1,500,000

（税込）         \1,650,000 うち消費税相当額           \150,000

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020000794 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前11時30分

南砺市民病院　ﾊﾞｲｵﾊｻﾞｰﾄﾞ対応遠心分離機　購入
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 令和 2年10月30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         \1,400,000                                     落札

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2         \1,470,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3         \1,450,000                                     

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹4         \1,480,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

5         \1,480,000                                     

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

小野医療器㈱　代表取締役　小野　誠三

（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）         \1,474,000

（税込）         \1,621,400 うち消費税相当額           \147,400

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020000912 入札日時 令和 2年 7月 1日　　午前11時30分

南砺市民病院　整形外科手術防護具　更新
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 令和 2年10月30日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

1         \1,000,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫2         \1,050,000                                     

㈱中川医療器械　代表取締役　中川　直実3                                                       辞退

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹4           \970,000                                     落札

㈱ミタス　富山支店　支店長　向川　憲道5                                                       辞退

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

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹

（２）落札額 （税抜）           \970,000

（税込）         \1,067,000 うち消費税相当額            \97,000

（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　課長　山田　智紀

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　上坂　英規

IP54P180
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令和２年７月１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

　

　

　

4

アルカスコーポレーション㈱

3

65,500,000

梅本建設工業㈱

65,600,000

64,500,000

円

65,550,000

(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

109.17

1.6654

請 負
対 象 額

109.17

3
2

1

摘　要

1
70,950,000

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

順位

円円

南砺市　福野　地内

令和２年１０月３０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

社会資本整備総合交付金事業　都市計画道路松原柴
田屋線改良その１０工事

第2020000922号建設整備課

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　７月　１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

64,304,594 58,458,722

円

72,171,000 65,610,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

1.6768

1.6926
落札

　

　

　

1.6539

　
110.00

108.33

　

　

　

　

2

4

笹嶋工業㈱

東洋道路興業㈱


