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   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020001107 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道高畠城端栄町線道路改良その７工事
件名

施行場所 南砺市　是安　地内

期間 令和 2年 8月 5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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1        \25,200,000                                     落札

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2        \25,260,000                                     

中越興業㈱　代表取締役　山下　博3        \25,250,000                                     

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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦

（２）落札額 （税抜）        \25,200,000

（税込）        \27,720,000 うち消費税相当額         \2,520,000

（３）予定価格 （税抜）        \25,300,000

（税込）        \27,830,000 うち消費税相当額         \2,530,000

（４）        \22,370,405低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \24,607,445 うち消費税相当額         \2,237,040

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 2020001138 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道田向湯谷線落石防護柵設置その２工事
件名

施行場所 南砺市　田向　地内

期間 令和 2年 8月 5日　から　令和 2年11月20日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉1         \9,900,000                                     落札

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴2         \9,960,000                                     

㈱長田組　代表取締役　長田　一政3         \9,930,000                                     

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

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉

（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 （税抜）        \10,050,000

（税込）        \11,055,000 うち消費税相当額         \1,005,000

（４）         \8,807,437低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \9,688,180 うち消費税相当額           \880,743

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 2020001148 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道高堀太美山線（下吉江・新邸）道路改良その４工事
件名

施行場所 南砺市　下吉江　地内

期間 令和 2年 8月 5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

㈱神能工務店　代表取締役　神能　貴典1         \8,330,000                                     落札

寺西建設　代表　寺西　利典2         \8,370,000                                     

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子3         \8,350,000                                     

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

㈱神能工務店　代表取締役　神能　貴典

（２）落札額 （税抜）         \8,330,000

（税込）         \9,163,000 うち消費税相当額           \833,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,383,000

（税込）         \9,221,300 うち消費税相当額           \838,300

（４）         \7,334,765低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,068,241 うち消費税相当額           \733,476

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 2020001176 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時00分

大鋸屋分団理休車庫新築工事
件名

施行場所 南砺市　理休　地内

期間 令和 2年 8月 5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

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉1        \11,520,000                                     落札

㈲山田建装　代表取締役　山田　賢史2        \11,530,000                                     

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

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉

（２）落札額 （税抜）        \11,520,000

（税込）        \12,672,000 うち消費税相当額         \1,152,000

（３）予定価格 （税抜）        \11,540,000

（税込）        \12,694,000 うち消費税相当額         \1,154,000

（４）        \10,432,128低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \11,475,340 うち消費税相当額         \1,043,212

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 2020001182 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時00分

（仮称）井口地域義務教育学校グラウンド整備工事
件名

施行場所 南砺市　蛇喰　地内

期間 令和 2年 8月 5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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1        \49,400,000                                     

㈱岡部　代表取締役社長　岡部　竜一2        \49,600,000                                     

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸3        \49,600,000                                     

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之4        \49,300,000                                     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

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之

（２）落札額 （税抜）        \49,300,000

（税込）        \54,230,000 うち消費税相当額         \4,930,000

（３）予定価格 （税抜）        \49,760,000

（税込）        \54,736,000 うち消費税相当額         \4,976,000

（４）        \44,191,775低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \48,610,952 うち消費税相当額         \4,419,177

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 2020001191 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時00分

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消雪設備工事
件名

施行場所 南砺市　福野　地内

期間 令和 2年 8月 5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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1        \11,350,000                                     落札

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2        \11,500,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3        \11,490,000                                     

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二4        \11,450,000                                     

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男5        \11,500,000                                     

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔6        \11,420,000                                     

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

7        \11,380,000                                     

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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之

（２）落札額 （税抜）        \11,350,000

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

（３）予定価格 （税抜）        \11,630,000

（税込）        \12,793,000 うち消費税相当額         \1,163,000

（４）        \10,455,466低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \11,501,012 うち消費税相当額         \1,045,546

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 2020001177 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時00分

城南スタジアム設備改修工事
件名

施行場所 南砺市　泉沢　地内

期間 令和 2年 8月 5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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \6,700,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \6,630,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3         \6,670,000                                     

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二4         \6,600,000                                     落札

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男5         \6,610,000                                     

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔6         \6,650,000                                     

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

7         \6,680,000                                     

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

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二

（２）落札額 （税抜）         \6,600,000

（税込）         \7,260,000 うち消費税相当額           \660,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,747,000

（税込）         \7,421,700 うち消費税相当額           \674,700

（４）         \6,041,422低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,645,564 うち消費税相当額           \604,142

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 2020001106 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時00分

福野Ｂ＆Ｇ海洋センターアリーナ照明ＬＥＤ化工事
件名

施行場所 南砺市　寺家　地内

期間 令和 2年 8月 5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         \6,000,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \5,850,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3         \6,000,000                                     

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二4         \6,000,000                                     

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男5         \6,050,000                                     

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔6         \5,950,000                                     

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

7         \6,100,000                                     

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

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人

（２）落札額 （税抜）         \5,850,000

（税込）         \6,435,000 うち消費税相当額           \585,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,112,000

（税込）         \6,723,200 うち消費税相当額           \611,200

（４）         \5,623,040低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,185,344 うち消費税相当額           \562,304

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 2020001131 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時00分

生活基盤施設耐震化等交付金事業　福野地域基幹管路耐震化その４工事
件名

施行場所 南砺市　苗島　地内

期間 令和 2年 8月 5日　から　令和 2年12月 4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        \26,300,000                                     落札

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦2        \26,380,000                                     

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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　登

（２）落札額 （税抜）        \26,300,000

（税込）        \28,930,000 うち消費税相当額         \2,630,000

（３）予定価格 （税抜）        \26,460,000

（税込）        \29,106,000 うち消費税相当額         \2,646,000

（４）        \23,534,658低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \25,888,123 うち消費税相当額         \2,353,465

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 2020001166 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時50分

平みどり保育園空調設備更新工事
件名

施行場所 南砺市　下梨　地内

期間 令和 2年 8月24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

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一1         \9,620,000                                     

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦2        \10,400,000                                     

㈱長田組　代表取締役　長田　一政3         \8,520,000                                     落札

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣4        \10,400,000                                     

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

㈱長田組　代表取締役　長田　一政

（２）落札額 （税抜）         \8,520,000

（税込）         \9,372,000 うち消費税相当額           \852,000

（３）予定価格 （税抜）        \10,450,000

（税込）        \11,495,000 うち消費税相当額         \1,045,000

（４）         \9,494,068低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,443,474 うち消費税相当額           \949,406

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 2020001139 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時50分

社会資本整備総合交付金事業　みなみ団地３号棟給水設備等改修工事
件名

施行場所 南砺市　福光　地内

期間 令和 2年 8月 5日　から　令和 2年12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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治1         \8,630,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2         \8,650,000                                     

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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治

（２）落札額 （税抜）         \8,630,000

（税込）         \9,493,000 うち消費税相当額           \863,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,680,000

（税込）         \9,548,000 うち消費税相当額           \868,000

（４）         \7,836,832低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,620,515 うち消費税相当額           \783,683

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 2020001179 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時50分

社会資本整備総合交付金事業　市道野田バイパス線消雪管リフレッシュその２工事
件名

施行場所 南砺市　野田　地内

期間 令和 2年 8月 5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         \6,940,000                                     

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2         \6,920,000                                     

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一3         \6,880,000                                     落札

実研工業㈱　代表取締役　水口　實4         \6,950,000                                     

中越興業㈱　代表取締役　山下　博5         \6,900,000                                     

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦6         \6,920,000                                     

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣7         \6,970,000                                     

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

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一

（２）落札額 （税抜）         \6,880,000

（税込）         \7,568,000 うち消費税相当額           \688,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,990,000

（税込）         \7,689,000 うち消費税相当額           \699,000

（４）         \6,110,419低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,721,460 うち消費税相当額           \611,041

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 2020001190 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時50分

利賀ささゆり保育園空調設備更新工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村坂上　地内

期間 令和 2年 8月 5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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1         \5,700,000                                     

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一2         \5,680,000                                     

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之3         \5,650,000                                     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）         \5,650,000

（税込）         \6,215,000 うち消費税相当額           \565,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,713,000

（税込）         \6,284,300 うち消費税相当額           \571,300

（４）         \5,167,641低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,684,405 うち消費税相当額           \516,764

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 2020001189 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時50分

県単独森林整備事業　林道樋瀬戸線舗装工事
件名

施行場所 南砺市　樋瀬戸　地内

期間 令和 2年 8月 5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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \6,688,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \6,683,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \6,670,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一4         \6,675,000                                     

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

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久

（２）落札額 （税抜）         \6,670,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \6,705,000

（税込）         \7,375,500 うち消費税相当額           \670,500

（４）         \5,836,631低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,420,294 うち消費税相当額           \583,663

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 2020001146 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時50分

市道福光吉江線配水管更新に伴う舗装本復旧工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 令和 2年 8月 5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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \2,500,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \2,500,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \2,480,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一4         \2,470,000                                     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

㈱森組　代表取締役　森　雄一

（２）落札額 （税抜）         \2,470,000

（税込）         \2,717,000 うち消費税相当額           \247,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,522,000

（税込）         \2,774,200 うち消費税相当額           \252,200

（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 2020001156 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時50分

県単独森林整備事業　林道奥孫線法面保護工事
件名

施行場所 南砺市　刀利　地内

期間 令和 2年 8月 5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

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸1         \4,190,000                                     

立野原建設㈱　代表取締役社長　秀永　欣亮2         \4,180,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \4,190,000                                     

㈱松本建材　代表取締役　松本　一総4         \4,150,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一5         \4,200,000                                     

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

㈱松本建材　代表取締役　松本　一総

（２）落札額 （税抜）         \4,150,000

（税込）         \4,565,000 うち消費税相当額           \415,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,227,000

（税込）         \4,649,700 うち消費税相当額           \422,700

（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
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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 2020001115 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前10時50分

社会資本整備総合交付金事業　山見住宅３号棟給水加圧方式切替工事
件名

施行場所 南砺市　山見　地内

期間 令和 2年 8月 5日　から　令和 2年12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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎1         \2,140,000                                     

ナカシマ設備工業㈱　代表取締役　中島　修一2         \2,146,000                                     

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣3         \2,130,000                                     落札

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和4         \2,135,000                                     

㈱ヨシダ　代表取締役　吉田　俊朗5         \2,140,000                                     

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

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣

（２）落札額 （税抜）         \2,130,000

（税込）         \2,343,000 うち消費税相当額           \213,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,150,000

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

（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 2020001137 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前11時30分

社会資本整備総合交付金事業　市道小規模橋梁補修調査設計その１業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　西明　地内ほか

履行期限 令和 2年 8月 5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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

1        \10,500,000                                     

北建コンサル㈱　南砺支店　支店長　鷲北　慎
一

2        \10,300,000                                     

㈱建成コンサルタント　南砺支店　支店長　大
蔵　欣司

3        \10,500,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4        \10,500,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

5        \10,300,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

6        \10,000,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏7        \10,400,000                                     

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

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　上坂　甚誠

（２）落札額 （税抜）        \10,000,000

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

（３）予定価格 （税抜）        \10,680,000

（税込）        \11,748,000 うち消費税相当額         \1,068,000

（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 2020001158 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前11時30分

社会資本整備総合交付金事業　市道小規模橋梁補修調査設計その２業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　東城寺　地内ほか

履行期限 令和 2年 8月 5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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

1         \9,000,000                                     

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹2         \9,000,000                                     

北建コンサル㈱　南砺支店　支店長　鷲北　慎
一

3         \9,000,000                                     

㈱建技　南砺支店　支店長　橋詰　哲也4         \9,200,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男5         \8,300,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏6         \9,000,000                                     

北電技術コンサルタント㈱　南砺営業所　所長
　小笹　紳一郎

7         \9,200,000                                     

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）         \8,300,000

（税込）         \9,130,000 うち消費税相当額           \830,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,239,000

（税込）        \10,162,900 うち消費税相当額           \923,900

（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 2020001154 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前11時30分

市道竹林宮後線測量設計・用地測量業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　宮後　地内

履行期限 令和 2年 8月 5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         \5,150,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \5,250,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \5,200,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

4         \5,300,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5         \5,200,000                                     

㈱太陽設計　南砺事務所　所長　岸　知広6         \5,100,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二7         \5,250,000                                     

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

㈱太陽設計　南砺事務所　所長　岸　知広

（２）落札額 （税抜）         \5,100,000

（税込）         \5,610,000 うち消費税相当額           \510,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,350,000

（税込）         \5,885,000 うち消費税相当額           \535,000

（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 2020001077 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前11時30分

市道荒木３１号線測量設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　荒木　地内

履行期限 令和 2年 8月 5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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \4,400,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \4,450,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \4,400,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \4,350,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \4,450,000                                     

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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（２）落札額 （税抜）         \4,350,000

（税込）         \4,785,000 うち消費税相当額           \435,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,542,000

（税込）         \4,996,200 うち消費税相当額           \454,200

（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 2020001142 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前11時30分

祖谷地区埋蔵文化財試掘調査その２業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　祖谷　地区

履行期限 令和 2年 8月 5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

㈱アーキジオ　代表取締役社長　津嶋　劍星1         \6,770,000                                     落札

㈱イビソク　北陸支店　支店長　新井　敏幸2         \6,800,000                                     

㈱エイ・テック　代表取締役　谷口　謙一郎3         \6,850,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \6,850,000                                     

㈱太陽測地社　富山支店　支店長　平　吉之輔5         \6,820,000                                     

日本海航測㈱　富山支店　支店長　今井　克士6         \6,820,000                                     

北陸航測㈱　南砺支店　支店長　小倉　清紀7         \6,810,000                                     

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

㈱アーキジオ　代表取締役社長　津嶋　劍星

（２）落札額 （税抜）         \6,770,000

（税込）         \7,447,000 うち消費税相当額           \677,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,870,000

（税込）         \7,557,000 うち消費税相当額           \687,000

（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 2020001157 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前11時45分

公立南砺中央病院乳房撮影装置更新
件名

納入場所 公立南砺中央病院

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

小野医療器㈱　代表取締役　小野　誠三1        \38,500,000                                     

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2        \35,000,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3        \33,150,000                                     

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        \38,500,000                                     

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5        \35,800,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6        \38,400,000                                     

丸文通商㈱　富山支店　取締役支店長　大森　
政浩

7        \31,850,000                                     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

丸文通商㈱　富山支店　取締役支店長　大森　政浩

（２）落札額 （税抜）        \31,850,000

（税込）        \35,035,000 うち消費税相当額         \3,185,000

（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 2020000990 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前11時45分

南砺市民病院　眼科外来検査機器更新
件名

納入場所 南砺市民病院

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

小野医療器㈱　代表取締役　小野　誠三1        \12,400,000                                     

三和メディカル㈱　代表取締役　長原　謙二2        \11,990,000                                     落札

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

3        \13,200,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫4        \13,000,000                                     

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

5        \12,300,000                                     

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹6        \12,400,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

7        \12,500,000                                     

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

三和メディカル㈱　代表取締役　長原　謙二

（２）落札額 （税抜）        \11,990,000

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

（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 2020001122 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前11時45分

南砺市民病院　超音波診断装置　プローブ更新
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         \1,500,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫2         \1,380,000                                     落札

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

3         \1,440,000                                     

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹4         \1,470,000                                     

丸文通商㈱　富山支店　取締役支店長　大森　
政浩

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

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫

（２）落札額 （税抜）         \1,380,000

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

（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 2020001105 入札日時 令和 2年 8月 3日　　午前11時45分

農業用機械整備事業　コンバイン購入
件名

納入場所 五箇山農業公社新屋作業所

納入期限 令和 2年 9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

川合農機商会　代表　川合　義信1                                                       辞退

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎2                                                       辞退

千代田機電㈱　南砺店　店長　山出　誠一朗3                                                       辞退

㈱北陸近畿クボタ　井波営業所　所長　柳瀬　
勝志

4         \5,114,000                                     調査保留

溝口農機㈱　代表取締役　溝口　友一5                                                       辞退

三菱農機販売㈱　中部支社　福野営業所　福野
営業所長　山口　豊義

6                                                       辞退

ヤンマーアグリジャパン㈱　戸出支店　支店長
　竹田　茂一

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）         \5,114,000

（税込）         \5,625,400 うち消費税相当額           \511,400

（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

入札参加者１名により入札中止



 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年８月３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

　

　

　

㈲石黒工業所

中越産業㈱

30,150,000

円

30,100,000

(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

3.6269

請 負
対 象 額

105.00

1
2

1

摘　要

2

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

順位

円円

南砺市　年代　地内

令和２年１２月　４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

生活基盤施設耐震化等交付金事業　福野地域基幹管
路耐震化その５工事

第2020001163号上下水道課

消費税を除く額

指名の理由

契約方法

調 査
基準価格

管工事
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　８月　３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

29,593,320 26,903,019

円

33,231,000 30,210,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

3.4826
　

　

　

落札
33,110,000

　

　

　

　

　


