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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000855 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時00分

団体営林道整備事業　林道尾洞山線開設その15工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村坂上　地内

期間 令和 3年 6月22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

越飛建設㈱　代表取締役　中河　公伸1        \25,000,000                                     落札

米澤工業㈱　代表取締役　米澤　秀起2        \25,070,000                                     

3                                                       

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

越飛建設㈱　代表取締役　中河　公伸

（２）落札額 （税抜）        \25,000,000

（税込）        \27,500,000 うち消費税相当額         \2,500,000

（３）予定価格 （税抜）        \25,150,000

（税込）        \27,665,000 うち消費税相当額         \2,515,000

（４）        \22,209,673低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \24,430,640 うち消費税相当額         \2,220,967

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 2021000803 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時00分

特定環境保全公共下水道事業（広域化）　高宮・土生新工区管渠工事
件名

施行場所 南砺市　高宮・土生新　地内

期間 令和 3年 6月22日　から　令和 3年10月29日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸1        \22,180,000                                     

立野原建設㈱　代表取締役社長　秀永　欣亮2        \22,150,000                                     落札

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3        \22,250,000                                     

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一4        \22,280,000                                     

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功5        \22,300,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一6        \22,250,000                                     

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

立野原建設㈱　代表取締役社長　秀永　欣亮

（２）落札額 （税抜）        \22,150,000

（税込）        \24,365,000 うち消費税相当額         \2,215,000

（３）予定価格 （税抜）        \22,370,000

（税込）        \24,607,000 うち消費税相当額         \2,237,000

（４）        \19,647,579低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \21,612,336 うち消費税相当額         \1,964,757

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 2021000892 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時00分

道路メンテナンス事業　市道上梨小原線太平橋補修工事
件名

施行場所 南砺市　上梨・田向　地内

期間 令和 3年 6月22日　から　令和 3年11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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1        \13,480,000                                     

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴2        \13,400,000                                     

中村組・髙清組経常建設工事共同企業体経常建
設共同企業体　代表取締役　中村　義之

3        \13,550,000                                     

㈱長田組　代表取締役　長田　一政4        \13,300,000                                     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

㈱長田組　代表取締役　長田　一政

（２）落札額 （税抜）        \13,300,000

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

（３）予定価格 （税抜）        \13,600,000

（税込）        \14,960,000 うち消費税相当額         \1,360,000

（４）        \11,883,081低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \13,071,389 うち消費税相当額         \1,188,308

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 2021000716 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時00分

南砺市立福光南部小学校校舎床張替工事
件名

施行場所 南砺市　小坂　地内

期間 令和 3年 6月22日　から　令和 3年 9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

チューモク㈱　代表取締役　西村　元秀1        \20,650,000                                     

中越鉄工㈱　代表取締役　西村　仁2        \20,500,000                                     落札

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一3        \20,580,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一4        \20,600,000                                     

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

中越鉄工㈱　代表取締役　西村　仁

（２）落札額 （税抜）        \20,500,000

（税込）        \22,550,000 うち消費税相当額         \2,050,000

（３）予定価格 （税抜）        \20,896,000

（税込）        \22,985,600 うち消費税相当額         \2,089,600

（４）        \17,271,600低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \18,998,760 うち消費税相当額         \1,727,160

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 2021000876 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時00分

吉江中学校グラウンド整備工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 令和 3年 6月22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

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久1        \87,350,000                                     落札

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一2        \87,440,000                                     

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功3        \87,500,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一4        \87,400,000                                     

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

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久

（２）落札額 （税抜）        \87,350,000

（税込）        \96,085,000 うち消費税相当額         \8,735,000

（３）予定価格 （税抜）        \87,710,000

（税込）        \96,481,000 うち消費税相当額         \8,771,000

（４）        \78,408,352低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \86,249,187 うち消費税相当額         \7,840,835

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 2021000753 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時00分

旧スノーバレー利賀スキー場山腹工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村上百瀬　地内

期間 令和 3年 6月22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

越飛建設㈱　代表取締役　中河　公伸1         \5,270,000                                     

野原建設㈱　代表取締役　野原　一司2         \5,250,000                                     落札

米澤工業㈱　代表取締役　米澤　秀起3         \5,280,000                                     

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

野原建設㈱　代表取締役　野原　一司

（２）落札額 （税抜）         \5,250,000

（税込）         \5,775,000 うち消費税相当額           \525,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,285,000

（税込）         \5,813,500 うち消費税相当額           \528,500

（４）         \4,586,274低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,044,901 うち消費税相当額           \458,627

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 2021000874 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時00分

市道小坂岩木線道路改良その５工事に伴う配水管移転工事
件名

施行場所 南砺市　和泉　地内

期間 令和 3年 6月22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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志1         \7,200,000                                     

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治2         \7,195,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3         \7,170,000                                     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

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩

（２）落札額 （税抜）         \7,170,000

（税込）         \7,887,000 うち消費税相当額           \717,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,210,000

（税込）         \7,931,000 うち消費税相当額           \721,000

（４）         \6,329,579低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,962,536 うち消費税相当額           \632,957

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

-7-

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 2021000873 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時00分

都市計画街路荒木線道路改良事業に伴う配水管敷設その２工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 令和 3年 6月22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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志1         \5,520,000                                     

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治2         \5,500,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3         \5,510,000                                     

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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治

（２）落札額 （税抜）         \5,500,000

（税込）         \6,050,000 うち消費税相当額           \550,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,540,000

（税込）         \6,094,000 うち消費税相当額           \554,000

（４）         \4,858,572低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,344,429 うち消費税相当額           \485,857

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 2021000821 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時00分

南砺市井口体験交流センター熱交換器更新工事
件名

施行場所 南砺市　井口字持掛谷　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年10月 8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         \4,840,000                                     

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣2         \4,820,000                                     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

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣

（２）落札額 （税抜）         \4,820,000

（税込）         \5,302,000 うち消費税相当額           \482,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,850,000

（税込）         \5,335,000 うち消費税相当額           \485,000

（４）         \4,462,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,908,200 うち消費税相当額           \446,200

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 2021000823 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時45分

特定環境保全公共下水道事業（広域化）　高宮・殿地内舗装本復旧工事
件名

施行場所 南砺市　高宮・殿　地内

期間 令和 3年 6月22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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1        \13,620,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2        \13,600,000                                     

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄3        \13,600,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久4        \13,550,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一5        \13,570,000                                     

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）        \13,550,000

（税込）        \14,905,000 うち消費税相当額         \1,355,000

（３）予定価格 （税抜）        \13,700,000

（税込）        \15,070,000 うち消費税相当額         \1,370,000

（４）        \11,941,349低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \13,135,483 うち消費税相当額         \1,194,134

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 2021000840 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時45分

市道辰巳町専勝寺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　野尻野　地内

期間 令和 3年 6月22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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \3,110,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \3,100,000                                     落札

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄3         \3,120,000                                     

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

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人

（２）落札額 （税抜）         \3,100,000

（税込）         \3,410,000 うち消費税相当額           \310,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,169,000

（税込）         \3,485,900 うち消費税相当額           \316,900

（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　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 2021000834 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時45分

特定環境保全公共下水道事業（広域化）　高宮地内舗装本復旧工事
件名

施行場所 南砺市　高宮　地内

期間 令和 3年 6月22日　から　令和 3年 8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

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人1         \2,080,000                                     落札

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄2         \2,110,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \2,100,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一4         \2,100,000                                     

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）         \2,080,000

（税込）         \2,288,000 うち消費税相当額           \208,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,137,000

（税込）         \2,350,700 うち消費税相当額           \213,700

（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 2021000851 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時45分

利賀市民センター駐車場舗装オーバーレイ工事
件名

施行場所 南砺市 利賀村 地内

期間 令和 3年 6月22日　から　令和 3年 9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

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之1         \1,450,000                                     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

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之

（２）落札額 （税抜）         \1,450,000

（税込）         \1,595,000 うち消費税相当額           \145,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,476,000

（税込）         \1,623,600 うち消費税相当額           \147,600

（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

-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 2021000617 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時45分

尾峰配水池監視システム更新工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村尾峰　地内

期間 令和 3年 6月22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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \5,480,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \5,460,000                                     

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次3         \5,400,000                                     落札

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二4         \5,430,000                                     

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

5         \5,420,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次

（２）落札額 （税抜）         \5,400,000

（税込）         \5,940,000 うち消費税相当額           \540,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,500,000

（税込）         \6,050,000 うち消費税相当額           \550,000

（４）         \5,060,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,566,000 うち消費税相当額           \506,000

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

-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 2021000772 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時45分

南砺市平市民センター下梨倉庫解体工事
件名

施行場所 南砺市　下梨　地内

期間 令和 3年 6月22日　から　令和 3年10月22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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1        \16,200,000                                     

㈲昭信機工　代表取締役　長谷　学2        \16,280,000                                     

㈲清水重建　代表取締役　清水　雅樹3        \16,350,000                                     

中越興業㈱　代表取締役　山下　博4        \16,220,000                                     

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　幸大5        \16,300,000                                     

㈱長田組　代表取締役　長田　一政6        \16,100,000                                     落札

パイオニア建設㈱　代表取締役　岩﨑　大輔7        \16,280,000                                     

㈱松本建材　代表取締役　松本　一総8        \16,240,000                                     

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）        \16,100,000

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

（３）予定価格 （税抜）        \16,390,000

（税込）        \18,029,000 うち消費税相当額         \1,639,000

（４）        \14,842,401低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \16,326,641 うち消費税相当額         \1,484,240

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



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000865 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時45分

桂湖浮桟橋更新工事
件名

施行場所 南砺市　桂　地内

期間 令和 3年 6月22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

荒井建設合資会社　代表社員　荒井　昇1         \3,910,000                                     

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴2         \3,913,000                                     

㈱長田組　代表取締役　長田　一政3         \3,910,000                                     

㈱羽馬　代表取締役　羽馬　博文4         \3,915,000                                     

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生5         \3,900,000                                     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

丸長建設㈱　代表取締役　下崎　長生

（２）落札額 （税抜）         \3,900,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \3,921,000

（税込）         \4,313,100 うち消費税相当額           \392,100

（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

-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 2021000701 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前10時45分

南砺市立福光中学校給食室送風機更新工事
件名

施行場所 南砺市　福光　地内

期間 令和 3年 6月22日　から　令和 3年 9月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

イマエダ電設　代表　今枝　一郎1         \3,197,000                                     

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸2         \3,180,000                                     

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志3         \3,190,000                                     

ナカシマ設備工業㈱　代表取締役　中島　修一4         \3,170,000                                     

㈱ヨシダ　代表取締役　吉田　俊朗5         \3,150,000                                     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

㈱ヨシダ　代表取締役　吉田　俊朗

（２）落札額 （税抜）         \3,150,000

（税込）         \3,465,000 うち消費税相当額           \315,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,203,000

（税込）         \3,523,300 うち消費税相当額           \320,300

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　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 2021000880 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前11時20分

平・上平地域調査区地籍調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　西赤尾町　地内ほか

履行期限 令和 3年 6月22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

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹1        \18,800,000                                     

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店　支店長
　安田　健一

2        \19,000,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3        \18,700,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

4        \19,000,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

5        \19,000,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏6        \18,500,000                                     落札

㈱中部コンサルタント　代表取締役　高田　雅
彦

7        \19,000,000                                     

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）        \18,500,000

（税込）        \20,350,000 うち消費税相当額         \1,850,000

（３）予定価格 （税抜）        \19,020,000

（税込）        \20,922,000 うち消費税相当額         \1,902,000

（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

-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 2021000771 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前11時20分

南砺市井口体験交流センター浴室等改修工事設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　井口字持掛谷　地内

履行期限 令和 3年 6月22日　から　令和 3年10月 8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         \2,360,000                                     

㈲建築倶楽部　代表取締役　藤井　一彦2         \2,390,000                                     

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　松
倉　章

3         \2,420,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣4         \2,370,000                                     

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \2,320,000                                     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）         \2,320,000

（税込）         \2,552,000 うち消費税相当額           \232,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,423,000

（税込）         \2,665,300 うち消費税相当額           \242,300

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　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 2021000741 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前11時20分

市道専勝寺院瀬見線箱型函渠設計・用地測量業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　高瀬　地内

履行期限 令和 3年 6月22日　から　令和 3年11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         \5,950,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \6,000,000                                     

㈱協和　南砺支店　支店長　安丸　和樹3         \6,000,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4         \5,950,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5         \5,800,000                                     落札

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　松
倉　章

6         \6,050,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣7         \5,900,000                                     

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）         \5,800,000

（税込）         \6,380,000 うち消費税相当額           \580,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,072,000

（税込）         \6,679,200 うち消費税相当額           \607,200

（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

-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 2021000733 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前11時20分

市道東廻り線測量設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　理休　地内

履行期限 令和 3年 6月22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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \4,950,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \5,000,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \4,950,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

4         \5,000,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5         \4,850,000                                     落札

㈱太陽設計　南砺事務所　所長　岸　知広6         \4,950,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣7         \4,950,000                                     

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）         \4,850,000

（税込）         \5,335,000 うち消費税相当額           \485,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,086,000

（税込）         \5,594,600 うち消費税相当額           \508,600

（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

-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 2021000683 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前11時20分

市道本江若竹住宅１０号線測量設計・用地測量業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　本江　地内

履行期限 令和 3年 6月22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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \4,100,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \4,100,000                                     

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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \4,100,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣5         \3,950,000                                     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

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣

（２）落札額 （税抜）         \3,950,000

（税込）         \4,345,000 うち消費税相当額           \395,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,178,000

（税込）         \4,595,800 うち消費税相当額           \417,800

（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

-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 2021000801 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前11時20分

市道角田２号線ほか測量設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　吉江中　地内

履行期限 令和 3年 6月22日　から　令和 3年11月26日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \1,250,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \1,250,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \1,200,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \1,250,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣5         \1,250,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱宏和　代表取締役　堀　英男

（２）落札額 （税抜）         \1,200,000

（税込）         \1,320,000 うち消費税相当額           \120,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,273,000

（税込）         \1,400,300 うち消費税相当額           \127,300

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　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 2021000825 入札日時 令和 3年 6月18日　　午前11時20分

富山県地域ぐるみ除排雪緊急促進事業　小型除雪機械（1.0ｍ級・1.2ｍ級）購入
件名

納入場所 南砺市　新邸　地内ほか

納入期限 令和 3年12月 3日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

千代田機電㈱　南砺店　店長代理　大橋　俊介1         \5,307,000                                     

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎2         \6,200,000                                     

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　
憲仁

3         \5,840,000                                     

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二4         \6,300,000                                     

㈱北陸近畿クボタ　井波営業所　所長　柳瀬　
勝志

5         \5,097,000                                     落札

溝口農機㈱　代表取締役　溝口　友一6         \5,288,000                                     

㈱ヨシカワ　福光営業所　所長　福井　直人7         \6,480,000                                     

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱北陸近畿クボタ　井波営業所　所長　柳瀬　勝志

（２）落札額 （税抜）         \5,097,000

（税込）         \5,606,700 うち消費税相当額           \509,700

（３）予定価格

非公開

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　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-



 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年６月１８日入札 
 

 

入 札 結 果 公 表 

 

 
総合評価方式による契約分 

 
 

入札及び契約経過（件名別） 
 



総合評価方式工事

　

　

　

　

　

　

落札

　

　

　

　

　

3.7827

落札　（採用）　金額(税込）
金　額

契 約 番 号消費税を含む額

円

28,823,183 26,202,894

円

31,779,000 28,890,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

令和３年度　　南砺市発注工事　　入札及び契約過程

五箇山合掌の里コテージ（松与門家・新田家）断熱改
修工事

第2021000870号行革・施設管理課

消費税を除く額

指名の理由

契約方法

調 査
基準価格

建築一式工事
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３年　６月１８日

まで

発 注 工 種

調 査
の 経 緯

順位

円円

南砺市 菅沼 地内

令和３年１１月１９日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

円

109.17

3.7801

請 負
対 象 額

109.17

2
2

1

摘　要

1
31,746,000

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

(注）２　摘要欄の（　　）は、上段は技術評価点、下段は評価値を示す。　　　

(注）１　上記落札（採用）金額は、入札書（見積書）記載金額に当該金額の10％に相当する額を加算した額である。

安達建設㈱

㈱長田組

28,860,000

円

28,880,000


