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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000691 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　都市計画道路荒木線道路改良その６工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年12月24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        \23,150,000                                     

立野原建設㈱　代表取締役社長　秀永　欣亮2        \23,120,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3        \23,000,000                                     落札

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊4        \23,100,000                                     

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一5        \23,100,000                                     

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功6        \23,070,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一7        \23,050,000                                     

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

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久

（２）落札額 （税抜）        \23,000,000

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

（３）予定価格 （税抜）        \23,230,000

（税込）        \25,553,000 うち消費税相当額         \2,323,000

（４）        \20,499,789低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \22,549,767 うち消費税相当額         \2,049,978

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　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 3年度 契約番号 2021000699 入札日時 令和 3年 6月 4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９工事
件名

施行場所 南砺市　是安　地内

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年12月17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        \20,170,000                                     

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2        \20,100,000                                     落札

中越興業㈱　代表取締役　山下　博3        \20,150,000                                     

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

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦

（２）落札額 （税抜）        \20,100,000

（税込）        \22,110,000 うち消費税相当額         \2,010,000

（３）予定価格 （税抜）        \20,200,000

（税込）        \22,220,000 うち消費税相当額         \2,020,000

（４）        \17,816,857低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \19,598,542 うち消費税相当額         \1,781,685

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-2-

契約締結の翌日
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000622 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時00分

市道下梨渡原線道路改良その２工事
件名

施行場所 南砺市　下梨　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年10月15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         \6,940,000                                     

㈱中村組　代表取締役　中村　義之2         \6,900,000                                     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

㈱中村組　代表取締役　中村　義之

（２）落札額 （税抜）         \6,900,000

（税込）         \7,590,000 うち消費税相当額           \690,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,965,000

（税込）         \7,661,500 うち消費税相当額           \696,500

（４）         \6,110,008低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,721,008 うち消費税相当額           \611,000

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000604 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道寺家高儀線道路改良その２工事
件名

施行場所 南砺市　二日町　地内

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年 9月24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

㈲清水重建　代表取締役　清水　雅樹1         \4,615,000                                     

㈱神能工務店　代表取締役　神能　貴典2         \4,600,000                                     落札

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子3         \4,610,000                                     

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）         \4,600,000

（税込）         \5,060,000 うち消費税相当額           \460,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,628,000

（税込）         \5,090,800 うち消費税相当額           \462,800

（４）         \4,042,953低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,447,248 うち消費税相当額           \404,295

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　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 3年度 契約番号 2021000702 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時00分

県単独森林整備事業　林道高成1号線法面保護工事
件名

施行場所 南砺市　下出　地内

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年 8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

㈱岡部　代表取締役社長　岡部　竜一1         \5,250,000                                     

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴2         \5,200,000                                     落札

㈱長田組　代表取締役　長田　一政3         \5,230,000                                     

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

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴

（２）落札額 （税抜）         \5,200,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \5,271,000

（税込）         \5,798,100 うち消費税相当額           \527,100

（４）         \4,601,414低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,061,555 うち消費税相当額           \460,141

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　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 3年度 契約番号 2021000708 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時00分

市道荒木６号線側溝改修工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年 8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

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久1         \4,520,000                                     

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安2         \4,500,000                                     落札

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一3         \4,530,000                                     

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功4         \4,550,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一5         \4,550,000                                     

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

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安

（２）落札額 （税抜）         \4,500,000

（税込）         \4,950,000 うち消費税相当額           \450,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,570,000

（税込）         \5,027,000 うち消費税相当額           \457,000

（４）         \3,971,275低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,368,402 うち消費税相当額           \397,127

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000676 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時00分

木崎野地内配水管更新その１工事
件名

施行場所 南砺市　木崎野　地内

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年 9月17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         \9,200,000                                     落札

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫2         \9,250,000                                     

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）         \9,200,000

（税込）        \10,120,000 うち消費税相当額           \920,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,300,000

（税込）        \10,230,000 うち消費税相当額           \930,000

（４）         \8,170,271低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,987,298 うち消費税相当額           \817,027

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　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 3年度 契約番号 2021000600 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時00分

旧吉江保育園横駐車場整備工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年 9月10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        \16,000,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2        \16,000,000                                     

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄3        \15,980,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久4        \15,900,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一5        \15,950,000                                     

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

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久

（２）落札額 （税抜）        \15,900,000

（税込）        \17,490,000 うち消費税相当額         \1,590,000

（３）予定価格 （税抜）        \16,100,000

（税込）        \17,710,000 うち消費税相当額         \1,610,000

（４）        \14,133,053低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \15,546,358 うち消費税相当額         \1,413,305

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　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 3年度 契約番号 2021000641 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時00分

市道井口上広安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　井口　地内

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年 8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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \8,180,000                                     

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博2         \8,200,000                                     

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄3         \8,150,000                                     

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之4         \8,120,000                                     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）         \8,120,000

（税込）         \8,932,000 うち消費税相当額           \812,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,301,000

（税込）         \9,131,100 うち消費税相当額           \830,100

（４）         \7,237,474低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,961,221 うち消費税相当額           \723,747

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　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 3年度 契約番号 2021000704 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時00分

城端東部低区配水池送水管更新に伴う舗装本復旧工事
件名

施行場所 南砺市　打尾・大鋸屋　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年 8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

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　幸大1         \4,800,000                                     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

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　幸大

（２）落札額 （税抜）         \4,800,000

（税込）         \5,280,000 うち消費税相当額           \480,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,887,000

（税込）         \5,375,700 うち消費税相当額           \488,700

（４）         \4,251,339低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,676,472 うち消費税相当額           \425,133

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000547 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時00分

生活基盤施設耐震化等交付金事業　福光地域基幹管路耐震化工事に伴う舗装本復旧その１
件名

工事

施行場所 南砺市　出村　地内ほか

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年 7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

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人1         \3,700,000                                     落札

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄2         \3,750,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \3,730,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一4         \3,740,000                                     

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

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人

（２）落札額 （税抜）         \3,700,000

（税込）         \4,070,000 うち消費税相当額           \370,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,807,000

（税込）         \4,187,700 うち消費税相当額           \380,700

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　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 3年度 契約番号 2021000698 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時45分

県単独森林整備事業　林道院瀬見線路肩復旧工事
件名

施行場所 南砺市　院瀬見　地内

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年 7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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1         \1,570,000                                     

㈲昭信機工　代表取締役　長谷　学2         \1,600,000                                     

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博3         \1,590,000                                     

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣4         \1,550,000                                     落札

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之5         \1,580,000                                     

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）         \1,550,000

（税込）         \1,705,000 うち消費税相当額           \155,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,607,000

（税込）         \1,767,700 うち消費税相当額           \160,700

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　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 3年度 契約番号 2021000674 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時45分

城端東部低区配水池送水管更新その４工事
件名

施行場所 南砺市　打尾・大鋸屋　地内

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年 9月17日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \4,340,000                                     

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一3         \4,310,000                                     落札

ナカシマ設備工業㈱　代表取締役　中島　修一4         \4,340,000                                     

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \4,320,000                                     

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

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一

（２）落札額 （税抜）         \4,310,000

（税込）         \4,741,000 うち消費税相当額           \431,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,360,000

（税込）         \4,796,000 うち消費税相当額           \436,000

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　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 3年度 契約番号 2021000692 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時45分

福野文化創造センター空調自動制御機器部品取替工事
件名

施行場所 南砺市　やかた　地内

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年 7月16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         \2,705,000                                     

ナカシマ設備工業㈱　代表取締役　中島　修一2         \2,700,000                                     

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \2,695,000                                     落札

山村商会　代表　山村　武志4         \2,710,000                                     

㈱ヨシダ　代表取締役　吉田　俊朗5         \2,710,000                                     

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

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司

（２）落札額 （税抜）         \2,695,000

（税込）         \2,964,500 うち消費税相当額           \269,500

（３）予定価格 （税抜）         \2,712,000

（税込）         \2,983,200 うち消費税相当額           \271,200

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-14-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000694 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時45分

五箇山荘電話設備更新工事
件名

施行場所 南砺市　田向　地内

期間 令和 3年 6月 8日　から　令和 3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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \2,032,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \2,005,000                                     

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

3                                                       欠席

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次4         \2,040,000                                     

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二5         \2,000,000                                     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

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二

（２）落札額 （税抜）         \2,000,000

（税込）         \2,200,000 うち消費税相当額           \200,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,048,000

（税込）         \2,252,800 うち消費税相当額           \204,800

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-15-

契約締結の翌日

無効



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000621 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時45分

地方創生道整備推進交付金事業　市道藤巻線用地測量業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　利賀村坂上　地内

履行期限 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年12月17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        \14,300,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2        \14,100,000                                     落札

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3        \14,300,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4        \14,200,000                                     

㈱太陽設計　南砺事務所　所長　岸　知広5        \14,300,000                                     

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　松
倉　章

6        \14,700,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二7        \14,500,000                                     

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

㈱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）        \14,100,000

（税込）        \15,510,000 うち消費税相当額         \1,410,000

（３）予定価格 （税抜）        \14,840,000

（税込）        \16,324,000 うち消費税相当額         \1,484,000

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-16-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000426 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時45分

福光駅自由通路整備西口用地測量業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　荒木町　地内　ほか

履行期限 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年 7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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \1,060,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \1,070,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \1,050,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \1,040,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二5         \1,070,000                                     

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）         \1,040,000

（税込）         \1,144,000 うち消費税相当額           \104,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,090,000

（税込）         \1,199,000 うち消費税相当額           \109,000

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-17-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000638 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時45分

福野体育館機械設備更新工事設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　寺家　地内

履行期限 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年10月 1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         \2,490,000                                     

㈲建築倶楽部　代表取締役　藤井　一彦2         \2,500,000                                     

北電技術コンサルタント㈱　南砺営業所　所長
　小笹　紳一郎

3         \2,534,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二4         \2,380,000                                     落札

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \2,500,000                                     

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）         \2,380,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \2,534,000

（税込）         \2,787,400 うち消費税相当額           \253,400

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-18-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000703 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時45分

南砺市特殊建築物定期調査報告書作成支援業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　一円

履行期限 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年12月 3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         \1,410,000                                     落札

㈲建築倶楽部　代表取締役　藤井　一彦2         \1,450,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏3         \1,480,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二4         \1,460,000                                     

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \1,430,000                                     

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

川合設計事務所　開設者　川合　均

（２）落札額 （税抜）         \1,410,000

（税込）         \1,551,000 うち消費税相当額           \141,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,487,000

（税込）         \1,635,700 うち消費税相当額           \148,700

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-19-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000706 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時45分

南砺市特殊建築物防火設備定期調査報告書作成支援業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　一円

履行期限 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年12月 3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         \1,160,000                                     

㈲建築倶楽部　代表取締役　藤井　一彦2         \1,160,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏3         \1,190,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二4         \1,170,000                                     

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \1,140,000                                     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）         \1,140,000

（税込）         \1,254,000 うち消費税相当額           \114,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,197,000

（税込）         \1,316,700 うち消費税相当額           \119,700

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-20-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000675 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時45分

社会資本整備総合交付金事業　市道高屋井口線院瀬見工区測量設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　院瀬見　地内

履行期限 令和 3年 6月 8日　から　令和 4年 3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         \9,580,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \9,600,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \9,500,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \9,400,000                                     落札

㈱太陽設計　南砺事務所　所長　岸　知広5         \9,600,000                                     

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　松
倉　章

6         \9,700,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　松井　謙二7         \9,660,000                                     

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）         \9,400,000

（税込）        \10,340,000 うち消費税相当額           \940,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,781,000

（税込）        \10,759,100 うち消費税相当額           \978,100

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-21-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000542 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前11時25分

社会資本整備総合交付金事業　土砂災害ハザードマップ修正業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 令和 3年 6月 8日　から　令和 4年 2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

北建コンサル㈱　南砺支店　支店長　鷲北　慎
一

1         \7,600,000                                     

㈱建技　南砺支店　支店長　橋詰　哲也2         \7,700,000                                     

㈱建成コンサルタント　南砺支店　支店長　大
蔵　欣司

3         \7,700,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4         \7,600,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

5         \7,200,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏6         \7,600,000                                     

北電技術コンサルタント㈱　南砺営業所　所長
　小笹　紳一郎

7         \7,700,000                                     

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）         \7,200,000

（税込）         \7,920,000 うち消費税相当額           \720,000

（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）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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-22-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000476 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前11時25分

南砺市流域関連公共下水道事業認可変更申請図書作成ほか支援業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　柴田屋　地内ほか

履行期限 令和 3年 6月 8日　から　令和 4年 2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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

1         \6,950,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

2         \6,900,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

3         \6,900,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \6,650,000                                     落札

㈱太陽設計　南砺事務所　所長　岸　知広5         \6,800,000                                     

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　松
倉　章

6         \6,890,000                                     

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　大西　正人7         \6,900,000                                     

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）         \6,650,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \6,950,000

（税込）         \7,645,000 うち消費税相当額           \695,000

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-23-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000499 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前11時25分

福野地域中間貯溜槽調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　下吉江　地内

履行期限 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年 9月10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

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次1         \1,450,000                                     

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司2         \1,450,000                                     

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二3         \1,430,000                                     

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳4         \1,420,000                                     落札

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \1,440,000                                     

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

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳

（２）落札額 （税抜）         \1,420,000

（税込）         \1,562,000 うち消費税相当額           \142,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,460,000

（税込）         \1,606,000 うち消費税相当額           \146,000

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-24-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000664 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前11時25分

松木遺跡発掘調査その４業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　松木　地内

履行期限 令和 3年 6月 8日　から　令和 4年 2月25日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱アーキジオ　代表取締役社長　津嶋　劍星1        \55,000,000                                     

㈱イビソク　北陸支店　支店長　新井　敏幸2        \55,000,000                                     

㈱エイ・テック　代表取締役　谷口　謙一郎3        \55,500,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4        \55,000,000                                     

㈱太陽測地社　富山支店　支店長　般若　真5                                                       辞退

日本海航測㈱　富山支店　支店長　今井　克士6        \54,300,000                                     

北陸航測㈱　南砺支店　支店長　小倉　清紀7        \54,000,000                                     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

北陸航測㈱　南砺支店　支店長　小倉　清紀

（２）落札額 （税抜）        \54,000,000

（税込）        \59,400,000 うち消費税相当額         \5,400,000

（３）予定価格 （税抜）        \55,930,000

（税込）        \61,523,000 うち消費税相当額         \5,593,000

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-25-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000668 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前11時25分

松木遺跡発掘調査その５業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　松木　地内

履行期限 令和 3年 6月 8日　から　令和 4年 2月25日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱アーキジオ　代表取締役社長　津嶋　劍星1        \23,000,000                                     落札

㈱イビソク　北陸支店　支店長　新井　敏幸2        \24,000,000                                     

㈱エイ・テック　代表取締役　谷口　謙一郎3        \24,000,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4        \24,000,000                                     

㈱太陽測地社　富山支店　支店長　般若　真5        \24,100,000                                     

日本海航測㈱　富山支店　支店長　今井　克士6        \24,570,000                                     

北陸航測㈱　南砺支店　支店長　小倉　清紀7        \24,500,000                                     

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

㈱アーキジオ　代表取締役社長　津嶋　劍星

（２）落札額 （税抜）        \23,000,000

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

（３）予定価格 （税抜）        \24,570,000

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

（４）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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-26-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000712 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前11時25分

第３期南砺市地域福祉計画策定支援業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　一円

履行期限 令和 3年 6月 8日　から　令和 4年 3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

アシスト㈱　代表取締役　西村　竹松1         \1,400,000                                     

㈱ぎょうせい　東海支社　支社長　原川　善郎2                                                       辞退

㈱ジャパンインターナショナル総合研究所　代
表取締役　藤原　壮督

3         \1,660,000                                     

一般財団法人北陸経済研究所　理事長　浅林　
孝志

4         \1,300,000                                     落札

㈱ラックス　代表取締役　田原　慎嗣5         \1,680,000                                     

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

一般財団法人北陸経済研究所　理事長　浅林　孝志

（２）落札額 （税抜）         \1,300,000

（税込）         \1,430,000 うち消費税相当額           \130,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,716,000

（税込）         \1,887,600 うち消費税相当額           \171,600

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-27-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000624 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前11時25分

第３期南砺市障がい者計画策定支援業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 令和 3年 6月 8日　から　令和 4年 3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

アシスト㈱　代表取締役　西村　竹松1         \1,490,000                                     落札

㈱ぎょうせい　東海支社　支社長　原川　善郎2                                                       辞退

㈱ジャパンインターナショナル総合研究所　代
表取締役　藤原　壮督

3         \1,630,000                                     

一般財団法人北陸経済研究所　理事長　浅林　
孝志

4                                                       辞退

㈱ラックス　代表取締役　田原　慎嗣5         \1,680,000                                     

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

アシスト㈱　代表取締役　西村　竹松

（２）落札額 （税抜）         \1,490,000

（税込）         \1,639,000 うち消費税相当額           \149,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,688,000

（税込）         \1,856,800 うち消費税相当額           \168,800

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-28-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000534 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午後01時00分

凍結防止剤散布車車検整備
委託業務名

履行場所 南砺市　福光　地内ほか

履行期限 令和 3年 6月 8日　から　令和 3年 8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

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵1         \7,560,000                                     

㈲稲垣自動車　代表取締役　本間　龍信2         \7,350,000                                     

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎3         \7,450,000                                     

千代田機電㈱　南砺店　店長代理　大橋　俊介4                                                       辞退

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎5         \7,300,000                                     落札

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二6         \7,650,000                                     

㈲吉田モータース　代表取締役　吉田　進7         \7,690,000                                     

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

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎

（２）落札額 （税抜）         \7,300,000

（税込）         \8,030,000 うち消費税相当額           \730,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,690,000

（税込）         \8,459,000 うち消費税相当額           \769,000

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-29-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000631 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午後01時00分

カード印字プリンター購入
件名

納入場所 南砺市役所福光市民センターほか

納入期限 令和 3年 7月 7日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱インターウェブ　代表取締役　北村　孝志1                                                       辞退

㈱インテック　行政システム事業本部　本部長
　谷口　庄一郎

2         \5,690,000                                     落札

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

3                                                       辞退

ＮＥＳ㈱　代表取締役社長　成川　和彦4                                                       辞退

富士フイルムシステムサービス㈱　公共事業本
部　中部支店　支店長　足立　孝之

5         \7,216,000                                     

㈱山田事務機　代表取締役　山田　孝6                                                       辞退

山本紙茶店　代表　山本　均7         \6,300,000                                     

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

㈱インテック　行政システム事業本部　本部長　谷口　庄一郎

（２）落札額 （税抜）         \5,690,000

（税込）         \6,259,000 うち消費税相当額           \569,000

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-30-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000722 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午後01時00分

マイナンバーカードオンライン申請補助端末購入
件名

納入場所 南砺市役所市民課

納入期限 令和 3年 7月21日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱石川コンピュータ・センター　代表取締役社
長　山浦　伯之

1           \840,000                                     落札

㈱インターウェブ　代表取締役　北村　孝志2                                                       辞退

富士フイルムシステムサービス㈱　公共事業本
部　中部支店　支店長　足立　孝之

3         \1,145,000                                     

㈱山田事務機　代表取締役　山田　孝4                                                       辞退

山本紙茶店　代表　山本　均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

㈱石川コンピュータ・センター　代表取締役社長　山浦　伯之

（２）落札額 （税抜）           \840,000

（税込）           \924,000 うち消費税相当額            \84,000

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000503 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午後01時00分

平・上平診療所超音波診断装置購入
件名

納入場所 平診療所・上平診療所

納入期限 令和 3年 9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        \13,700,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫2        \13,500,000                                     

㈱中川医療器械　代表取締役　中川　直実3        \13,300,000                                     

ナレッジメディカル㈱　高岡営業所　代表取締
役社長　久湊　勝巳

4        \12,600,000                                     落札

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5        \13,800,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6        \13,500,000                                     

㈱ミタス　富山支店　支店長　向川　憲道7        \13,700,000                                     

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

ナレッジメディカル㈱　高岡営業所　代表取締役社長　久湊　勝巳

（２）落札額 （税抜）        \12,600,000

（税込）        \13,860,000 うち消費税相当額         \1,260,000

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000637 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午後01時00分

農業用機械整備事業　ラジコン草刈機購入
件名

納入場所 五箇山農業公社新屋作業所

納入期限 令和 3年 7月21日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈲金田金物店　代表取締役　金田　美千代1                                                       辞退

川合農機商会　代表　川合　勉2         \2,447,000                                     

千代田機電㈱　南砺店　店長代理　大橋　俊介3         \2,577,000                                     

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　
憲仁

4         \2,405,000                                     

㈱北陸近畿クボタ　井波営業所　所長　柳瀬　
勝志

5         \2,278,000                                     落札

三菱農機販売㈱　中部支社　福野営業所　福野
営業所長　森田　晃生

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）         \2,278,000

（税込）         \2,505,800 うち消費税相当額           \227,800

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000585 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午後01時00分

社会資本整備総合交付金事業　ロータリ除雪車2.2ｍ級購入
件名

納入場所 平地域除雪機械格納庫

納入期限 令和 3年11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

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎1        \43,000,000                                     

㈱三越　代表取締役社長　小林　俊二2        \42,391,546                                     

千代田機電㈱　南砺店　店長代理　大橋　俊介3                                                       辞退

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎4        \41,600,000                                     落札

日本キャタピラー合同会社　富山営業所　所長
　石本　浩一

5                                                       辞退

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二6        \43,500,000                                     

丸三開発工機㈱　代表取締役　大愛　恒雄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

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎

（２）落札額 （税抜）        \41,600,000

（税込）        \45,760,000 うち消費税相当額         \4,160,000

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000561 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午後01時00分

電源立地地域対策交付金事業　ＩＯＸ－ＡＲＯＳＡスキー場圧雪車購入
件名

納入場所 ＩＯＸ－ＡＲＯＳＡスキー場

納入期限 令和 3年11月26日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱大原鉄工所　代表取締役社長　大原　興人1                                                       辞退

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎2        \41,500,000                                     

ＪＦＥプラントエンジ㈱　営業本部　索道営業
部長　堀ノ内　俊仁

3                                                       辞退

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎4        \40,500,000                                     

日本ケーブル㈱　長野支店　執行役員長野支店
長　小澤　弘一

5        \39,100,000                                     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

日本ケーブル㈱　長野支店　執行役員長野支店長　小澤　弘一

（２）落札額 （税抜）        \39,100,000

（税込）        \43,010,000 うち消費税相当額         \3,910,000

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000726 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午後01時00分

社会資本整備総合交付金事業　凍結防止剤散布車購入
件名

納入場所 上平地域除雪機械格納庫

納入期限 令和 3年11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

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵1        \20,250,000                                     

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎2        \19,500,000                                     

㈱三越　代表取締役社長　小林　俊二3        \19,268,255                                     

千代田機電㈱　南砺店　店長代理　大橋　俊介4                                                       辞退

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎5        \18,912,520                                     落札

日本キャタピラー合同会社　富山営業所　所長
　石本　浩一

6                                                       辞退

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二7        \19,850,000                                     

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

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎

（２）落札額 （税抜）        \18,912,520

（税込）        \20,803,772 うち消費税相当額         \1,891,252

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000568 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午後01時00分

社会資本整備総合交付金事業　除雪ドーザ８ｔ級購入
件名

納入場所 井波地域除雪機械格納庫

納入期限 令和 3年11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

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎1         \9,660,000                                     

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

千代田機電㈱　南砺店　店長代理　大橋　俊介3         \8,470,000                                     落札

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎4         \9,800,000                                     

日本キャタピラー合同会社　富山営業所　所長
　石本　浩一

5         \8,760,000                                     

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二6        \10,500,000                                     

丸三開発工機㈱　代表取締役　大愛　恒雄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

千代田機電㈱　南砺店　店長代理　大橋　俊介

（２）落札額 （税抜）         \8,470,000

（税込）         \9,317,000 うち消費税相当額           \847,000

（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　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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