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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001037 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道井波環状線側溝改良その２工事
件名

施行場所 南砺市　坪野　地内

期間 令和 3年 7月 6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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1        \20,200,000                                     

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣2        \20,300,000                                     

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之3        \20,180,000                                     落札

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之

（２）落札額 （税抜）        \20,180,000

（税込）        \22,198,000 うち消費税相当額         \2,018,000

（３）予定価格 （税抜）        \20,410,000

（税込）        \22,451,000 うち消費税相当額         \2,041,000

（４）        \17,958,275低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \19,754,102 うち消費税相当額         \1,795,827

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 2021000985 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時00分

吉江緑地再整備工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 令和 3年 7月 6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

立野原建設㈱　代表取締役社長　秀永　欣亮1        \14,930,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久2        \14,850,000                                     落札

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一3        \14,900,000                                     

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功4        \14,950,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一5        \14,900,000                                     

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）        \14,850,000

（税込）        \16,335,000 うち消費税相当額         \1,485,000

（３）予定価格 （税抜）        \15,020,000

（税込）        \16,522,000 うち消費税相当額         \1,502,000

（４）        \13,187,217低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \14,505,938 うち消費税相当額         \1,318,721

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 2021000893 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道高堀太美山線（下吉江・新邸）道路改良その５工事
件名

施行場所 南砺市　下吉江　地内

期間 令和 3年 7月 6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

㈱神能工務店　代表取締役　神能　貴典1         \5,670,000                                     

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子2         \5,600,000                                     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

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子

（２）落札額 （税抜）         \5,600,000

（税込）         \6,160,000 うち消費税相当額           \560,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,710,000

（税込）         \6,281,000 うち消費税相当額           \571,000

（４）         \4,974,838低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,472,321 うち消費税相当額           \497,483

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 2021001013 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時00分

県単独治山事業　蔵原地内渓流斜面復旧工事
件名

施行場所 南砺市　蔵原　地内

期間 契約締結の翌日　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

㈱石田組　代表取締役　石田　一郎1         \5,420,000                                     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

㈱石田組　代表取締役　石田　一郎

（２）落札額 （税抜）         \5,420,000

（税込）         \5,962,000 うち消費税相当額           \542,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,444,000

（税込）         \5,988,400 うち消費税相当額           \544,400

（４）         \4,727,966低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,200,762 うち消費税相当額           \472,796

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 2021001060 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時00分

生活基盤施設耐震化等交付金事業　福野地域基幹管路耐震化その４工事
件名

施行場所 南砺市　雨潜・三清西　地内

期間 令和 3年 7月 6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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　公一1        \13,960,000                                     

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦2        \13,990,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司3        \13,960,000                                     

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生4        \13,950,000                                     落札

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5        \14,000,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生

（２）落札額 （税抜）        \13,950,000

（税込）        \15,345,000 うち消費税相当額         \1,395,000

（３）予定価格 （税抜）        \14,020,000

（税込）        \15,422,000 うち消費税相当額         \1,402,000

（４）        \12,333,584低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \13,566,942 うち消費税相当額         \1,233,358

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 2021000996 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道寺家高儀線ほか消雪配管リフレッシュ工事
件名

施行場所 南砺市　二日町　地内

期間 令和 3年 7月 6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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　公一1        \11,300,000                                     

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦2        \11,270,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司3        \11,280,000                                     

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生4        \11,300,000                                     

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5        \11,250,000                                     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

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和

（２）落札額 （税抜）        \11,250,000

（税込）        \12,375,000 うち消費税相当額         \1,125,000

（３）予定価格 （税抜）        \11,330,000

（税込）        \12,463,000 うち消費税相当額         \1,133,000

（４）         \9,918,342低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,910,176 うち消費税相当額           \991,834

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 2021001009 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業都市計画道路松原柴田屋線消雪配管その１工事
件名

施行場所 南砺市　福野　地内

期間 令和 3年 7月 6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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　公一1         \9,220,000                                     落札

中越産業㈱　代表取締役　樋口　博彦2         \9,300,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \9,320,000                                     

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生4         \9,260,000                                     

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5         \9,300,000                                     

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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　公一

（２）落札額 （税抜）         \9,220,000

（税込）        \10,142,000 うち消費税相当額           \922,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,358,000

（税込）        \10,293,800 うち消費税相当額           \935,800

（４）         \8,194,518低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \9,013,969 うち消費税相当額           \819,451

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 2021000945 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道中山１号線ほか消雪配管リフレッシュ工事
件名

施行場所 南砺市　井波（下新町）　地内ほか

期間 令和 3年 7月 6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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1         \5,470,000                                     

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫2         \5,490,000                                     

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣3         \5,450,000                                     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

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣

（２）落札額 （税抜）         \5,450,000

（税込）         \5,995,000 うち消費税相当額           \545,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,506,000

（税込）         \6,056,600 うち消費税相当額           \550,600

（４）         \4,799,552低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,279,507 うち消費税相当額           \479,955

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 2021001065 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時00分

市道辰巳町専勝寺線舗装打換工事
件名

施行場所 南砺市　野尻野　地内

期間 令和 3年 7月 6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         \3,960,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \3,940,000                                     落札

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄3         \3,970,000                                     

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）         \3,940,000

（税込）         \4,334,000 うち消費税相当額           \394,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,000,000

（税込）         \4,400,000 うち消費税相当額           \400,000

（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
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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 2021000986 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時00分

福光プール高圧受電設備修繕工事
件名

施行場所 南砺市　法林寺　地内

期間 令和 3年 7月 6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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎1         \2,355,000                                     

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

2         \2,350,000                                     

㈱日東　南砺支店　支店長　一二三　敦司3         \2,360,000                                     

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳4         \2,352,000                                     

森田電器　代表　森田　良一5         \2,340,000                                     落札

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

森田電器　代表　森田　良一

（２）落札額 （税抜）         \2,340,000

（税込）         \2,574,000 うち消費税相当額           \234,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,368,000

（税込）         \2,604,800 うち消費税相当額           \236,800

（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
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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 2021000997 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時00分

クレー射撃場管理棟空調設備更新工事
件名

施行場所 南砺市　才川七　地内

期間 令和 3年 7月 6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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎1         \3,190,000                                     

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸2         \3,205,000                                     

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志3         \3,180,000                                     落札

ナカシマ設備工業㈱　代表取締役　中島　修一4         \3,208,000                                     

㈱ヨシダ　代表取締役　吉田　俊朗5         \3,210,000                                     

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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志

（２）落札額 （税抜）         \3,180,000

（税込）         \3,498,000 うち消費税相当額           \318,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,214,000

（税込）         \3,535,400 うち消費税相当額           \321,400

（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

-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 2021000995 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時00分

南砺市立福野小学校電話交換設備更新工事
件名

施行場所 南砺市　二日町　地内

期間 令和 3年 7月 6日　から　令和 4年 1月28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         \2,680,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \2,650,000                                     落札

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

3         \2,720,000                                     

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次4         \2,700,000                                     

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

5         \2,770,000                                     

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

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人

（２）落札額 （税抜）         \2,650,000

（税込）         \2,915,000 うち消費税相当額           \265,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,780,000

（税込）         \3,058,000 うち消費税相当額           \278,000

（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

-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 2021000961 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時50分

南砺市立小中学校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　山見　地内ほか

履行期限 令和 3年 7月 6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

川合設計事務所　開設者　川合　均1         \2,550,000                                     

㈲建築倶楽部　代表取締役　藤井　一彦2         \2,540,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏3         \2,550,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣4         \2,490,000                                     落札

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \2,520,000                                     

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　林　安廣

（２）落札額 （税抜）         \2,490,000

（税込）         \2,739,000 うち消費税相当額           \249,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,571,000

（税込）         \2,828,100 うち消費税相当額           \257,100

（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

-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 2021000930 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時50分

南砺市特殊建築物防火設備定期調査報告書作成支援その２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 7月 6日　から　令和 3年12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

川合設計事務所　開設者　川合　均1         \1,760,000                                     落札

㈲建築倶楽部　代表取締役　藤井　一彦2         \1,790,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏3         \1,800,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣4         \1,780,000                                     

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \1,790,000                                     

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）         \1,760,000

（税込）         \1,936,000 うち消費税相当額           \176,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,820,000

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

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　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 2021001004 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時50分

道路メンテナンス事業　市道橋梁３期点検その７業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　高宮　地内ほか

履行期限 令和 3年 7月 6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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

1         \8,200,000                                     

北建コンサル㈱　南砺支店　支店長　鷲北　慎
一

2         \8,100,000                                     

㈱建技　南砺支店　支店長　橋詰　哲也3         \8,350,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4         \7,900,000                                     落札

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

5         \8,200,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

6         \8,100,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏7         \8,100,000                                     

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱宏和　代表取締役　堀　英男

（２）落札額 （税抜）         \7,900,000

（税込）         \8,690,000 うち消費税相当額           \790,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,393,000

（税込）         \9,232,300 うち消費税相当額           \839,300

（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

-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 2021001005 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時50分

道路メンテナンス事業　市道橋梁３期点検その８業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　菅沼　地内ほか

履行期限 令和 3年 7月 6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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

1         \5,900,000                                     

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店　支店長
　安田　健一

2         \6,000,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \5,800,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

4         \5,900,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

5         \5,700,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏6         \5,900,000                                     

大日本コンサルタント㈱　北陸支社　執行役員
支社長　渡辺　正三

7         \5,980,000                                     

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）         \5,700,000

（税込）         \6,270,000 うち消費税相当額           \570,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,051,000

（税込）         \6,656,100 うち消費税相当額           \605,100

（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 2021000921 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時50分

市道立野原蓑谷線交差点測量設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　野口　地内

履行期限 令和 3年 7月 6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         \3,950,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \3,950,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \3,800,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \3,900,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣5         \3,900,000                                     

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）         \3,800,000

（税込）         \4,180,000 うち消費税相当額           \380,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,043,000

（税込）         \4,447,300 うち消費税相当額           \404,300

（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 2021000935 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時50分

公立南砺中央病院樹木管理業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　梅野　地内

履行期限 令和 3年 7月 6日　から　令和 3年11月13日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

片岸造園　代表者　片岸　信義1         \2,220,000                                     

桜ヶ池造園　岩滝　純一2         \2,210,000                                     

㈲高田造園土木　代表取締役　高田　敏充3         \2,190,000                                     

トナミグリーン㈱　代表取締役　水野　誠4         \2,180,000                                     落札

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一5         \2,200,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

トナミグリーン㈱　代表取締役　水野　誠

（２）落札額 （税抜）         \2,180,000

（税込）         \2,398,000 うち消費税相当額           \218,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,231,000

（税込）         \2,454,100 うち消費税相当額           \223,100

（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

-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 2021000969 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時50分

福光地域浄水処理施設濁度計点検整備業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　土山　地内ほか

履行期限 令和 3年 7月 6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

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次1         \1,530,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2         \1,550,000                                     

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \1,580,000                                     

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳4         \1,570,000                                     

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

5         \1,540,000                                     

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）         \1,530,000

（税込）         \1,683,000 うち消費税相当額           \153,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,587,000

（税込）         \1,745,700 うち消費税相当額           \158,700

（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 2021001016 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前10時50分

河川水質調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 令和 3年 7月 6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

㈱オリエンタルコンサルタンツ　富山事務所　
所長　内田　正三

1           \791,000                                     

㈱環境理研　代表取締役　出村　康夫2           \788,000                                     

ゼオンノース㈱　代表取締役社長　梅﨑　聡3           \786,000                                     

㈱高岡市衛生公社　代表取締役社長　島　小一4           \785,000                                     

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司5           \780,000                                     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

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司

（２）落札額 （税抜）           \780,000

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

（３）予定価格 （税抜）           \791,000

（税込）           \870,100 うち消費税相当額            \79,100

（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



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000936 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前11時20分

城端地域ほか除雪トラック車検整備
委託業務名

履行場所 南砺市　城端　地域ほか

履行期限 令和 3年 7月 6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

㈲稲垣自動車　代表取締役　本間　龍信1         \7,270,000                                     

㈱岩城自動車工業所　代表取締役　岩城　栄吉2         \7,270,000                                     

㈱協栄モータース　代表取締役　本田　幸浩3         \7,300,000                                     

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　
憲仁

4                                                       辞退

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二5         \7,250,000                                     落札

㈲村上自動車整備工場　代表取締役　村上　功6         \7,280,000                                     

㈲吉田モータース　代表取締役　吉田　進7         \7,290,000                                     

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

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二

（２）落札額 （税抜）         \7,250,000

（税込）         \7,975,000 うち消費税相当額           \725,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,302,000

（税込）         \8,032,200 うち消費税相当額           \730,200

（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
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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 2021000958 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前11時20分

南砺市立福野中学校　学生机・イス購入
件名

納入場所 南砺市立福野中学校

納入期限 令和 3年12月28日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

第一プロデュース㈱　代表取締役　釋永　一男1                                                       辞退

第一レンタル㈱　代表取締役　釋永　一男2                                                       辞退

㈲苗加インテリア　代表取締役　苗加　哲弘3         \3,883,600                                     

㈱山田事務機　代表取締役　山田　孝4         \3,315,800                                     落札

山本紙茶店　代表　山本　均5         \3,670,000                                     

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

㈱山田事務機　代表取締役　山田　孝

（２）落札額 （税抜）         \3,315,800

（税込）         \3,647,380 うち消費税相当額           \331,580

（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 2021000934 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前11時20分

公立南砺中央病院一般Ｘ線撮影装置更新
件名

納入場所 公立南砺中央病院

納入期限 令和 3年10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

小野医療器㈱　代表取締役　小野　誠三1        \23,100,000                                     

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2        \24,000,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3        \23,500,000                                     

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        \22,500,000                                     落札

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5        \23,800,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6        \24,100,000                                     

丸文通商㈱　富山支店　取締役支店長　長　敏
浩

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

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）        \22,500,000

（税込）        \24,750,000 うち消費税相当額         \2,250,000

（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 2021000988 入札日時 令和 3年 7月 2日　　午前11時20分

公立南砺中央病院内視鏡手術システム更新
件名

納入場所 公立南砺中央病院

納入期限 令和 3年 9月27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        \13,900,000                                     

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2        \13,300,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3        \13,580,000                                     

㈱中川医療器械　代表取締役　中川　直実4        \13,720,000                                     

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

5        \13,440,000                                     

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹6        \12,600,000                                     落札

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

7        \13,790,000                                     

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹

（２）落札額 （税抜）        \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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