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   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001070 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時00分

団体営林道整備事業　林道尾洞山線開設その１４工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村坂上　地内

期間 令和 2年 7月20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

越飛建設㈱　代表取締役　中河　公伸1        \13,300,000                                     落札

米澤工業㈱　代表取締役　米澤　秀起2        \13,350,000                                     

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

越飛建設㈱　代表取締役　中河　公伸

（２）落札額 （税抜）        \13,300,000

（税込）        \14,630,000 うち消費税相当額         \1,330,000

（３）予定価格 （税抜）        \13,410,000

（税込）        \14,751,000 うち消費税相当額         \1,341,000

（４）        \11,775,283低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \12,952,811 うち消費税相当額         \1,177,528

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

1

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 2020001067 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時00分

市道下梨渡原線道路改良その１工事
件名

施行場所 南砺市　下梨　地内

期間 令和 2年 7月20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

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之1         \8,800,000                                     

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉2         \8,750,000                                     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

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉

（２）落札額 （税抜）         \8,750,000

（税込）         \9,625,000 うち消費税相当額           \875,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,842,000

（税込）         \9,726,200 うち消費税相当額           \884,200

（４）         \7,771,817低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,548,998 うち消費税相当額           \777,181

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

2

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 2020001061 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時00分

いなみ木彫りの里テニスコート・城南テニスコート照明設備修繕工事
件名

施行場所 南砺市　北川・泉沢　地内

期間 令和 2年 7月20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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \4,720,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \4,700,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3         \4,730,000                                     

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二4         \4,700,000                                     

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔5         \4,650,000                                     落札

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

6         \4,740,000                                     

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

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔

（２）落札額 （税抜）         \4,650,000

（税込）         \5,115,000 うち消費税相当額           \465,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,747,000

（税込）         \5,221,700 うち消費税相当額           \474,700

（４）         \4,247,852低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,672,637 うち消費税相当額           \424,785

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 2020001011 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　山見住宅２号棟浴室改修工事
件名

施行場所 南砺市　山見　地内

期間 令和 2年 7月20日　から　令和 3年 1月29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        \23,540,000                                     

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦2        \23,540,000                                     

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫3        \23,500,000                                     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

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫

（２）落札額 （税抜）        \23,500,000

（税込）        \25,850,000 うち消費税相当額         \2,350,000

（３）予定価格 （税抜）        \23,550,000

（税込）        \25,905,000 うち消費税相当額         \2,355,000

（４）        \21,430,495低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \23,573,544 うち消費税相当額         \2,143,049

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 2020001036 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時00分

市道井口上広安線配水管更新工事
件名

施行場所 南砺市　井口　地内

期間 令和 2年 7月20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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　登1         \7,700,000                                     

実研工業㈱　代表取締役　水口　實2         \7,700,000                                     

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦3         \7,670,000                                     

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生4         \7,650,000                                     落札

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5         \7,680,000                                     

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

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生

（２）落札額 （税抜）         \7,650,000

（税込）         \8,415,000 うち消費税相当額           \765,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,750,000

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

（４）         \6,819,147低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,501,061 うち消費税相当額           \681,914

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 2020001054 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時00分

電源立地地域対策交付金事業　平若者センター春光荘駐車場舗装工事
件名

施行場所 南砺市　下梨　地内

期間 令和 2年 7月20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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \7,930,000                                     

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄2         \7,880,000                                     落札

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之3         \7,900,000                                     

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

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄

（２）落札額 （税抜）         \7,880,000

（税込）         \8,668,000 うち消費税相当額           \788,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,945,000

（税込）         \8,739,500 うち消費税相当額           \794,500

（４）         \6,933,474低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,626,821 うち消費税相当額           \693,347

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 2020001069 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時45分

くろば温泉給水加圧ポンプユニット等更新工事
件名

施行場所 南砺市　上平細島　地内

期間 令和 2年 7月20日　から　令和 2年 9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

荒井建設合資会社　代表社員　荒井　昇1         \1,805,000                                     

㈱健名組　代表取締役　健名　智博2         \1,815,000                                     

㈱中村組　代表取締役　中村　義之3         \1,810,000                                     

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生4         \1,800,000                                     落札

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5         \1,810,000                                     

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

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生

（２）落札額 （税抜）         \1,800,000

（税込）         \1,980,000 うち消費税相当額           \180,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,820,000

（税込）         \2,002,000 うち消費税相当額           \182,000

（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 2020001002 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時45分

南砺市立福光東部小学校Ｂ棟屋上外壁防水工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 令和 2年 7月20日　から　令和 2年 9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

チューモク㈱　代表取締役　澤田　喜朗1         \1,990,000                                     

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一2         \1,990,000                                     

松本塗装工業㈱　代表取締役　山本　善光3         \2,000,000                                     

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功4         \2,010,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一5         \1,980,000                                     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）         \1,980,000

（税込）         \2,178,000 うち消費税相当額           \198,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,020,000

（税込）         \2,222,000 うち消費税相当額           \202,000

（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 2020001018 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時45分

いなみ交流館ラフォーレ温水ヒーターチェンジャー更新工事
件名

施行場所 南砺市　山見　地内

期間 令和 2年 7月20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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　登1         \2,370,000                                     

川田工業㈱　代表取締役社長　川田　忠裕2                                                       辞退

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次3         \2,330,000                                     落札

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

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生5         \2,350,000                                     

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）         \2,330,000

（税込）         \2,563,000 うち消費税相当額           \233,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,380,000

（税込）         \2,618,000 うち消費税相当額           \238,000

（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 2020001027 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時45分

桜ヶ池湖面遊歩道修繕工事
件名

施行場所 南砺市　立野原東　地内

期間 令和 2年 7月20日　から　令和 2年11月 6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         \2,420,000                                     

桜ヶ池造園　代表者　岩滝　純一2         \2,424,000                                     

㈲高田造園土木　代表取締役　高田　敏充3         \2,400,000                                     落札

トナミグリーン㈱　代表取締役　水野　誠4         \2,410,000                                     

水口造園　代表　水口　暉夫5         \2,429,000                                     

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

㈲高田造園土木　代表取締役　高田　敏充

（２）落札額 （税抜）         \2,400,000

（税込）         \2,640,000 うち消費税相当額           \240,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,452,000

（税込）         \2,697,200 うち消費税相当額           \245,200

（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 2020001019 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時45分

平・上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　下梨　地内ほか

履行期限 令和 2年 7月20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

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹1        \37,200,000                                     

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店　支店長
　安田　健一

2        \37,550,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3        \37,000,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

4        \37,500,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

5        \37,000,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏6        \36,500,000                                     落札

㈱中部コンサルタント　代表取締役　高田　雅
彦

7        \37,550,000                                     

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）        \36,500,000

（税込）        \40,150,000 うち消費税相当額         \3,650,000

（３）予定価格 （税抜）        \37,570,000

（税込）        \41,327,000 うち消費税相当額         \3,757,000

（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 2020000970 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時45分

社会資本整備総合交付金事業　市道下出入谷線修正設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　入谷　地内

履行期限 令和 2年 7月20日　から　令和 3年 2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         \6,200,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \6,300,000                                     

㈱建技　南砺支店　支店長　橋詰　哲也3         \6,400,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4         \6,300,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

5         \6,400,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏6         \6,100,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二7         \6,250,000                                     

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）         \6,100,000

（税込）         \6,710,000 うち消費税相当額           \610,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,405,000

（税込）         \7,045,500 うち消費税相当額           \640,500

（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

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 2020001020 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時45分

公共下水道事業　池川河川改修に伴う下水道管渠設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　城端　地内

履行期限 令和 2年 7月20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         \2,220,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \2,150,000                                     落札

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \2,200,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \2,180,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \2,200,000                                     

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）         \2,150,000

（税込）         \2,365,000 うち消費税相当額           \215,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,267,000

（税込）         \2,493,700 うち消費税相当額           \226,700

（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

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 2020000969 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時45分

社会資本整備総合交付金事業　都市計画道路百町二日町線物件調査（その２）業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　苗島　地内

履行期限 令和 2年 7月20日　から　令和 2年 9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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

1         \1,900,000                                     

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹2         \1,950,000                                     

北建コンサル㈱　南砺支店　支店長　鷲北　慎
一

3         \1,930,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4         \1,900,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5         \1,850,000                                     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）         \1,850,000

（税込）         \2,035,000 うち消費税相当額           \185,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,953,000

（税込）         \2,148,300 うち消費税相当額           \195,300

（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 2020001023 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時45分

河川水質調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　安居　地内ほか

履行期限 令和 2年 7月20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

㈱環境理研　代表取締役　出村　康夫1           \778,000                                     

ゼオンノース㈱　代表取締役社長　梅﨑　聡2           \780,000                                     

㈱高岡市衛生公社　代表取締役社長　島　小一3           \777,000                                     

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司4           \772,000                                     落札

㈱松本建材　代表取締役　松本　一総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

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司

（２）落札額 （税抜）           \772,000

（税込）           \849,200 うち消費税相当額            \77,200

（３）予定価格 （税抜）           \780,000

（税込）           \858,000 うち消費税相当額            \78,000

（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 2020001078 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前10時45分

南砺市小中学校情報通信ネットワーク整備業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 令和 2年 7月20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

㈱インターウェブ　代表取締役　北村　孝志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       \143,500,000                                     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       \145,000,000                                     

㈱トヤマデータセンター　高岡支店　支店長　
四柳　一也

6                                                       辞退

西日本電信電話㈱　富山支店　支店長　宮﨑　
俊之

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

ＮＥＳ㈱　代表取締役社長　成川　和彦

（２）落札額 （税抜）       \143,500,000

（税込）       \157,850,000 うち消費税相当額        \14,350,000

（３）予定価格 （税抜）       \149,000,000

（税込）       \163,900,000 うち消費税相当額        \14,900,000

（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 2020001030 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前11時30分

利賀地域ほか除雪車車検整備
委託業務名

履行場所 南砺市　利賀　地域　ほか

履行期限 令和 2年 7月20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

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎1        \22,500,000                                     

千代田機電㈱　南砺店　店長　山出　誠一朗2        \22,600,000                                     

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎3        \22,300,000                                     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        \22,800,000                                     

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）        \22,300,000

（税込）        \24,530,000 うち消費税相当額         \2,230,000

（３）予定価格 （税抜）        \23,000,000

（税込）        \25,300,000 うち消費税相当額         \2,300,000

（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 2020001050 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前11時30分

公立南砺中央病院手術台一式更新
件名

納入場所 公立南砺中央病院

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        \11,400,000                                     

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2        \11,200,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3        \11,300,000                                     

㈱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        \11,350,000                                     

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹6         \9,900,000                                     落札

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

7        \11,300,000                                     

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

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹

（２）落札額 （税抜）         \9,900,000

（税込）        \10,890,000 うち消費税相当額           \990,000

（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 2020001051 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前11時30分

特別養護老人ホームスチームコンベクションオーブン購入
件名

納入場所 南砺市　井波・天池　地内

納入期限 令和 2年 9月10日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

カマタニ㈱　代表取締役　鎌谷　隆一1         \4,390,000                                     

㈱中西製作所　富山営業所　所長　小森　春介2         \4,600,000                                     

野原厨房㈱　代表取締役　野原　勇人3         \4,300,000                                     

㈱富士厨機　代表取締役　長澤　秀人4         \4,320,000                                     

㈱フジマック　富山営業所　所長　石黒　康彦5         \4,420,000                                     

ホシザキ北信越㈱　砺波営業所　所長　麻生　
省蔵

6         \3,900,000                                     落札

㈱マルゼン　富山営業所　所長　土市　優貴7         \4,500,000                                     

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

ホシザキ北信越㈱　砺波営業所　所長　麻生　省蔵

（２）落札額 （税抜）         \3,900,000

（税込）         \4,290,000 うち消費税相当額           \390,000

（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 2020001003 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前11時30分

電源立地地域対策交付金事業　小型除雪車（0.4ｍ3級・0.5ｍ3級）購入
件名

納入場所 南砺市　清水明・太美　地内

納入期限 令和 2年12月 4日

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         \7,300,000                                     

㈱三越　代表取締役社長　小林　俊二2                                                       辞退

千代田機電㈱　南砺店　店長　山出　誠一朗3         \7,247,000                                     落札

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎4         \7,535,000                                     

日本キャタピラー合同会社　砺波営業所　所長
　向野　修一

5         \8,000,000                                     

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二6         \8,000,000                                     

㈱ヨシカワ　福光営業所　所長　福井　直人7         \8,422,000                                     

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

千代田機電㈱　南砺店　店長　山出　誠一朗

（２）落札額 （税抜）         \7,247,000

（税込）         \7,971,700 うち消費税相当額           \724,700

（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 2020001007 入札日時 令和 2年 7月16日　　午前11時30分

電源立地地域対策交付金事業　小型除雪機械（1.2ｍ級）購入
件名

納入場所 南砺市　土山　地内

納入期限 令和 2年12月 4日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

川合農機商会　代表　川合　義信1                                                       辞退

千代田機電㈱　南砺店　店長　山出　誠一朗2         \2,274,200                                     

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎3         \2,400,000                                     

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二4         \2,600,000                                     

㈱北陸近畿クボタ　井波営業所　所長　柳瀬　
勝志

5         \2,153,000                                     落札

溝口農機㈱　代表取締役　溝口　友一6         \2,325,000                                     

㈱ヨシカワ　福光営業所　所長　福井　直人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

㈱北陸近畿クボタ　井波営業所　所長　柳瀬　勝志

（２）落札額 （税抜）         \2,153,000

（税込）         \2,368,300 うち消費税相当額           \215,300

（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
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令和２年７月１６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

　

　

　

　

　

　

落札

　

　

　

　

　

3.7415

落札　（採用）　金額(税込）
金　額

契 約 番 号消費税を含む額

円

28,192,081 26,103,779

円

31,860,000 29,500,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

令和２年度　　南砺市発注工事　　入札及び契約過程

地方創生道整備推進交付金事業　市道坂上上百瀬線
道路改良その１２工事

第2020001046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１６日

まで

発 注 工 種

調 査
の 経 緯

順位

円円

南砺市　利賀村上百瀬　地内

令和２年１２月１１日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

円

109.17

3.7032

請 負
対 象 額

110.00

2
2

1

摘　要

1
32,340,000

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

(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。

野原建設㈱

米澤工業㈱

29,400,000

円

29,480,000



総合評価方式工事

　

　

　

6

88,100,000
9

7

6㈲松田電機店
8

87,950,0009

87,900,000

7

4

5

㈱北川電機商会

南砺電気㈱

3

88,000,000

笹嶋工業㈱

8

81,000,000

88,100,000

円

88,200,000

(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。

105.00

107.50

円

109.17

1.2378

請 負
対 象 額

108.33

3
2

1

摘　要

5

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

順位

円円

南砺市　荒木　地内

令和３年　１月２２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

二酸化炭素排出抑制対策事業　南砺市役所太陽光発
電設備設置工事

第2020001041号総務課

消費税を除く額

指名の理由

契約方法

調 査
基準価格

電気工事
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１６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

89,329,240 81,208,400

円

97,097,000 88,270,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

1.1918

104.17

105.83

1.2026

1.3272

1.2296

1.2940

　

　

　

　

1.2310

落札
107.50

89,100,000
108.33

　

　
106.67

1.2128

　

　
1.2230

1

4

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店

北陸電気工事㈱南砺営業所

前川電設㈱

㈱谷村電機工業

砺波カンパニー㈱

88,000,000

2
80,500,000


