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   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020002281 入札日時 令和 3年 1月27日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　福光駅東口前広場内施設工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 令和 3年 1月29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

㈲丹保建設　代表取締役　鹿熊　秀夫1         \6,230,000                                     

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一2         \6,220,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一3         \6,200,000                                     落札

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱森組　代表取締役　森　雄一

（２）落札額 （税抜）         \6,200,000

（税込）         \6,820,000 うち消費税相当額           \620,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,240,000

（税込）         \6,864,000 うち消費税相当額           \624,000

（４）         \5,625,677低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,188,244 うち消費税相当額           \562,567

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
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入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020002330 入札日時 令和 3年 1月27日　　午前10時00分

南砺市福野、井口地域　南砺市立小中学校水栓自動化工事
件名

施行場所 南砺市　福野　地内ほか

期間 令和 3年 1月29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

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦1        \11,990,000                                     落札

2                                                       

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

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦

（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 （税抜）        \11,990,000

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

（４）        \10,893,424低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \11,982,766 うち消費税相当額         \1,089,342

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 2020002332 入札日時 令和 3年 1月27日　　午前10時00分

南砺市福光地域　南砺市立小中学校水栓自動化工事
件名

施行場所 南砺市　福光　地内ほか

期間 令和 3年 1月29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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治1        \10,470,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2        \10,465,000                                     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

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩

（２）落札額 （税抜）        \10,465,000

（税込）        \11,511,500 うち消費税相当額         \1,046,500

（３）予定価格 （税抜）        \10,470,000

（税込）        \11,517,000 うち消費税相当額         \1,047,000

（４）         \9,503,556低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,453,911 うち消費税相当額           \950,355

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

3

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 2020002328 入札日時 令和 3年 1月27日　　午前10時00分

南砺市井波、利賀地域　南砺市立小中学校水栓自動化工事
件名

施行場所 南砺市　井波　地内ほか

期間 令和 3年 1月29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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1         \7,730,000                                     落札

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫2         \7,780,000                                     

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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸

（２）落札額 （税抜）         \7,730,000

（税込）         \8,503,000 うち消費税相当額           \773,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,810,000

（税込）         \8,591,000 うち消費税相当額           \781,000

（４）         \7,075,732低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,783,305 うち消費税相当額           \707,573

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 2020002329 入札日時 令和 3年 1月27日　　午前10時00分

南砺市城端、平、上平地域　南砺市立小中学校水栓自動化工事
件名

施行場所 南砺市　城端　地内ほか

期間 令和 3年 1月29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

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦1         \6,650,000                                     落札

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一2         \6,655,000                                     

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

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦

（２）落札額 （税抜）         \6,650,000

（税込）         \7,315,000 うち消費税相当額           \665,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,660,000

（税込）         \7,326,000 うち消費税相当額           \666,000

（４）         \6,028,594低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,631,453 うち消費税相当額           \602,859

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 2020002324 入札日時 令和 3年 1月27日　　午前10時00分

市道八塚百町線舗装工事
件名

施行場所 南砺市　百町　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年 3月26日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \3,600,000                                     落札

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \3,610,000                                     

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄3         \3,615,000                                     

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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩崎　弥一

（２）落札額 （税抜）         \3,600,000

（税込）         \3,960,000 うち消費税相当額           \360,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,617,000

（税込）         \3,978,700 うち消費税相当額           \361,700

（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
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入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020002304 入札日時 令和 3年 1月27日　　午前10時00分

公立南砺中央病院歩道カラータイル修復工事
件名

施行場所 南砺市　梅野　地内

期間 令和 3年 1月29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         \4,140,000                                     

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉2         \4,120,000                                     落札

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦3         \4,130,000                                     

中越興業㈱　代表取締役　山下　博4         \4,135,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一5         \4,130,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈲市川工務店　代表取締役　市川　勉

（２）落札額 （税抜）         \4,120,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \4,150,000

（税込）         \4,565,000 うち消費税相当額           \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 2020002312 入札日時 令和 3年 1月27日　　午前10時30分

南砺市立中学校トイレ洋式化改修工事設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　泉沢　地内ほか

履行期限 令和 3年 1月29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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

1         \3,395,000                                     

川合設計事務所　開設者　川合　均2         \3,300,000                                     

㈲建築倶楽部　・　取締役　藤井　一彦3         \3,300,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二4         \3,350,000                                     

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \3,200,000                                     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

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　秀二

（２）落札額 （税抜）         \3,200,000

（税込）         \3,520,000 うち消費税相当額           \320,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,395,000

（税込）         \3,734,500 うち消費税相当額           \339,500

（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

8

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 2020002323 入札日時 令和 3年 1月27日　　午前10時30分

南砺市平市民センター下梨倉庫解体工事設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　下梨　地内

履行期限 令和 3年 1月29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

川合設計事務所　開設者　川合　均1         \1,550,000                                     

㈲建築倶楽部　・　取締役　藤井　一彦2         \1,550,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

3         \1,579,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二4         \1,500,000                                     落札

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \1,550,000                                     

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

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二

（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 （税抜）         \1,579,000

（税込）         \1,736,900 うち消費税相当額           \157,900

（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 2020002339 入札日時 令和 3年 1月27日　　午前10時30分

公立南砺中央病院全身麻酔装置更新
件名

納入場所 公立南砺中央病院

納入期限 令和 3年 3月29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         \9,200,000                                     

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2                                                       辞退

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3         \9,000,000                                     

㈱中川医療器械　代表取締役　中川　直実4         \8,600,000                                     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

5         \9,100,000                                     

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹6         \9,350,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

7         \9,400,000                                     

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

㈱中川医療器械　代表取締役　中川　直実

（２）落札額 （税抜）         \8,600,000

（税込）         \9,460,000 うち消費税相当額           \860,000

（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 2020002315 入札日時 令和 3年 1月27日　　午前10時30分

南砺市民病院　治療用電気手術器更新
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 令和 3年 3月12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         \5,260,000                                     

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2                                                       辞退

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3         \5,150,000                                     

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         \5,180,000                                     

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

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6         \5,300,000                                     

㈱ミタス　富山支店　支店長　向川　憲道7         \5,380,000                                     

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

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹

（２）落札額 （税抜）         \5,000,000

（税込）         \5,500,000 うち消費税相当額           \500,000

（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 2020002314 入札日時 令和 3年 1月27日　　午前10時30分

南砺市民病院　自動浸透圧測定装置更新
件名

納入場所 南砺市民病院事務局総務課

納入期限 令和 3年 3月12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         \1,820,000                                     

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2         \1,800,000                                     

㈱林寺メディノール　代表取締役　林寺　紘3         \1,580,000                                     落札

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

4         \1,800,000                                     

丸文通商㈱　富山支店　取締役支店長　大森　
政浩

5         \1,710,000                                     

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

㈱林寺メディノール　代表取締役　林寺　紘

（２）落札額 （税抜）         \1,580,000

（税込）         \1,738,000 うち消費税相当額           \158,000

（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

12



   1 頁

入札結果及び経過
令和 2年度 契約番号 2020002316 入札日時 令和 3年 1月27日　　午前10時30分

南砺市民病院パソコン用カート　購入
件名

納入場所 南砺市民病院事務局総務課

納入期限 令和 3年 3月19日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

小野医療器㈱　代表取締役　小野　誠三1           \875,000                                     落札

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2         \1,278,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3         \1,200,000                                     

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         \1,281,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

5           \950,000                                     

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）           \875,000

（税込）           \962,500 うち消費税相当額            \87,500

（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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