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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001076 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時00分

荒木墓地造成その３工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 令和 3年 7月26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

立野原建設㈱　代表取締役社長　秀永　欣亮1        \11,200,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久2        \11,150,000                                     落札

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一3        \11,200,000                                     

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功4        \11,220,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一5        \11,170,000                                     

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）        \11,150,000

（税込）        \12,265,000 うち消費税相当額         \1,115,000

（３）予定価格 （税抜）        \11,270,000

（税込）        \12,397,000 うち消費税相当額         \1,127,000

（４）         \9,862,602低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,848,862 うち消費税相当額           \986,260

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 2021001108 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道是安信末中央線防護柵設置工事
件名

施行場所 南砺市　信末　地内

期間 令和 3年 7月26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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \5,550,000                                     

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2         \5,520,000                                     落札

中越興業㈱　代表取締役　山下　博3         \5,560,000                                     

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）         \5,520,000

（税込）         \6,072,000 うち消費税相当額           \552,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,590,000

（税込）         \6,149,000 うち消費税相当額           \559,000

（４）         \4,880,506低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,368,556 うち消費税相当額           \488,050

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 2021001111 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時00分

ＩＯＸ－ＡＲＯＳＡスキー場ナイター照明電源ケーブル接続箇所等改修工事
件名

施行場所 南砺市　才川七　地内

期間 令和 3年 7月26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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \8,460,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \8,430,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3         \8,430,000                                     

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二4         \8,450,000                                     

ふくみつでんき㈱　代表取締役　堀田　敏浩5         \8,400,000                                     落札

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男6         \8,460,000                                     

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔7         \8,420,000                                     

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

ふくみつでんき㈱　代表取締役　堀田　敏浩

（２）落札額 （税抜）         \8,400,000

（税込）         \9,240,000 うち消費税相当額           \840,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,500,000

（税込）         \9,350,000 うち消費税相当額           \850,000

（４）         \7,820,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,602,000 うち消費税相当額           \782,000

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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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 2021001182 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時00分

福野０６消雪ポンプ等取替工事
件名

施行場所 南砺市　松原　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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \4,590,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \4,650,000                                     

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治3         \4,540,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4         \4,620,000                                     

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二5         \4,600,000                                     

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男6         \4,660,000                                     

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔7         \4,600,000                                     

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

8         \4,560,000                                     

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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治

（２）落札額 （税抜）         \4,540,000

（税込）         \4,994,000 うち消費税相当額           \454,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,695,000

（税込）         \5,164,500 うち消費税相当額           \469,500

（４）         \4,153,049低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,568,353 うち消費税相当額           \415,304

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

-4-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001200 入札日時 令和 3年 7月20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５工事
件名

施行場所 南砺市　森清　地内

期間 令和 3年 7月26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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　公一1        \26,070,000                                     

中越産業㈱　代表取締役　樋口　和博2        \26,000,000                                     落札

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司3        \26,100,000                                     

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生4        \26,100,000                                     

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

中越産業㈱　代表取締役　樋口　和博

（２）落札額 （税抜）        \26,000,000

（税込）        \28,600,000 うち消費税相当額         \2,600,000

（３）予定価格 （税抜）        \26,140,000

（税込）        \28,754,000 うち消費税相当額         \2,614,000

（４）        \23,182,837低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \25,501,120 うち消費税相当額         \2,318,283

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 2021001193 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　旅川団地１号棟浴室改修工事
件名

施行場所 南砺市　柴田屋　地内

期間 令和 3年 7月26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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　公一1        \20,570,000                                     

中越産業㈱　代表取締役　樋口　和博2        \20,500,000                                     落札

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司3        \20,550,000                                     

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生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

中越産業㈱　代表取締役　樋口　和博

（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）        \20,640,000

（税込）        \22,704,000 うち消費税相当額         \2,064,000

（４）        \18,696,758低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \20,566,433 うち消費税相当額         \1,869,675

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 2021001110 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時00分

電源立地地域対策交付金事業　南砺市立福光東部小学校プールろ過機更新工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 令和 3年 7月26日　から　令和 3年11月19日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治1         \8,970,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2         \8,950,000                                     落札

3                                                       

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩

（２）落札額 （税抜）         \8,950,000

（税込）         \9,845,000 うち消費税相当額           \895,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,990,000

（税込）         \9,889,000 うち消費税相当額           \899,000

（４）         \8,270,800低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \9,097,880 うち消費税相当額           \827,080

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 2021001242 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時00分

市道下梨杉峠線配水管更新工事
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

㈱長田組　代表取締役　長田　一政1         \8,480,000                                     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

㈱長田組　代表取締役　長田　一政

（２）落札額 （税抜）         \8,480,000

（税込）         \9,328,000 うち消費税相当額           \848,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,540,000

（税込）         \9,394,000 うち消費税相当額           \854,000

（４）         \7,483,042低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,231,346 うち消費税相当額           \748,304

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 2021001163 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時45分

西太美交流センター駐車場舗装打換工事
件名

施行場所 南砺市　才川七　地内

期間 令和 3年 7月26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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \5,450,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \5,440,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \5,420,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一4         \5,400,000                                     落札

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱森組　代表取締役　森　雄一

（２）落札額 （税抜）         \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）         \5,492,000

（税込）         \6,041,200 うち消費税相当額           \549,200

（４）         \4,779,224低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,257,146 うち消費税相当額           \477,922

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 2021001211 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時45分

タカンボースキー場第１駐車場舗装修繕工事
件名

施行場所 南砺市　西赤尾町　地内

期間 令和 3年 7月26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

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄1         \2,150,000                                     

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之2         \2,140,000                                     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

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之

（２）落札額 （税抜）         \2,140,000

（税込）         \2,354,000 うち消費税相当額           \214,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,196,000

（税込）         \2,415,600 うち消費税相当額           \219,600

（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
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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 2021001194 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時45分

市道川島池川左岸線舗装工事
件名

施行場所 南砺市　城端　地内

期間 令和 3年 7月26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

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　幸大1         \2,150,000                                     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）         \2,150,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \2,189,000

（税込）         \2,407,900 うち消費税相当額           \218,900

（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 2021001227 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時45分

市道区画線復旧工事
件名

施行場所 南砺市一円

期間 令和 3年 7月26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

北日本道路企画㈱　代表取締役　山本　恵美子1         \8,960,000                                     

中部交通標識㈱　砺波営業所　所長　葭田　克2         \8,940,000                                     落札

富美道路㈱　代表取締役　川原　和弘3         \8,980,000                                     

日本海興発㈱　南砺営業所　所長　渡辺　博4         \9,000,000                                     

北陸道路標識㈱　代表取締役　河合　信輔5         \9,000,000                                     

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

中部交通標識㈱　砺波営業所　所長　葭田　克

（２）落札額 （税抜）         \8,940,000

（税込）         \9,834,000 うち消費税相当額           \894,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,076,000

（税込）         \9,983,600 うち消費税相当額           \907,600

（４）         \7,889,772低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,678,749 うち消費税相当額           \788,977

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 2021001185 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時45分

電源立地地域対策交付金事業　南砺市立福光中部小学校プール塗装補修工事
件名

施行場所 南砺市　法林寺　地内

期間 令和 3年 7月26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

中越鉄工㈱　代表取締役　西村　仁1         \8,280,000                                     落札

㈲山田建装　代表取締役　山田　賢史2         \8,980,000                                     

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

中越鉄工㈱　代表取締役　西村　仁

（２）落札額 （税抜）         \8,280,000

（税込）         \9,108,000 うち消費税相当額           \828,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,000,000

（税込）         \9,900,000 うち消費税相当額           \900,000

（４）         \8,118,466低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,930,312 うち消費税相当額           \811,846

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 2021001244 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時45分

緊急時給水拠点確保等事業　森清配水池緊急遮断弁設置工事
件名

施行場所 南砺市　森清　地内

期間 令和 3年 7月26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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　公一1        \50,130,000                                     

中越産業㈱　代表取締役　樋口　和博2        \50,050,000                                     落札

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司3        \50,150,000                                     

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生4        \50,100,000                                     

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

中越産業㈱　代表取締役　樋口　和博

（２）落札額 （税抜）        \50,050,000

（税込）        \55,055,000 うち消費税相当額         \5,005,000

（３）予定価格 （税抜）        \50,170,000

（税込）        \55,187,000 うち消費税相当額         \5,017,000

（４）        \46,012,891低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \50,614,180 うち消費税相当額         \4,601,289

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 2021001207 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時45分

猿ヶ辻緑地モニュメント修繕工事
件名

施行場所 南砺市　福野　地内

期間 令和 3年 7月26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         \2,220,000                                     

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔2         \2,210,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人3         \2,220,000                                     

㈱神能工務店　代表取締役　神能　貴典4         \2,200,000                                     落札

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子5         \2,240,000                                     

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

㈱神能工務店　代表取締役　神能　貴典

（２）落札額 （税抜）         \2,200,000

（税込）         \2,420,000 うち消費税相当額           \220,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,250,000

（税込）         \2,475,000 うち消費税相当額           \225,000

（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

-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 2021001241 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時45分

井波地域漏水調査用流量計ピット設置工事
件名

施行場所 南砺市 今里 地内ほか

期間 令和 3年 7月26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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1         \1,770,000                                     落札

㈲昭信機工　代表取締役　長谷　学2         \1,803,000                                     

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博3         \1,789,000                                     

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣4         \1,793,000                                     

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之5         \1,810,000                                     

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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸

（２）落札額 （税抜）         \1,770,000

（税込）         \1,947,000 うち消費税相当額           \177,000

（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

-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 2021001172 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時45分

福野２０消雪ポンプ等取替工事
件名

施行場所 南砺市　野尻　地内

期間 令和 3年 7月26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

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次1         \3,530,000                                     

㈱日東　南砺支店　支店長　一二三　敦司2         \3,515,000                                     

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳3         \3,520,000                                     

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子4         \3,510,000                                     

森田電器　代表　森田　良一5         \3,500,000                                     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）         \3,500,000

（税込）         \3,850,000 うち消費税相当額           \350,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,550,000

（税込）         \3,905,000 うち消費税相当額           \355,000

（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 2021001230 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前10時45分

南砺市利賀デイサービスセンター照明器具更新工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村百瀬川　地内

期間 令和 3年 7月26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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎1         \3,030,000                                     

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

2         \3,020,000                                     

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子3         \3,028,000                                     

森田電器　代表　森田　良一4         \3,000,000                                     落札

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \3,030,000                                     

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

森田電器　代表　森田　良一

（２）落札額 （税抜）         \3,000,000

（税込）         \3,300,000 うち消費税相当額           \300,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,043,000

（税込）         \3,347,300 うち消費税相当額           \304,300

（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

-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 2021001043 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前11時30分

社会資本整備総合交付金事業　市道小坂岩木線岩木工区用地測量業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　岩木　地内

履行期限 令和 3年 7月26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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \4,800,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \4,850,000                                     

建設技研コンサルタンツ㈱　南砺支店　支店長
　安田　健一

3         \4,850,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4         \4,700,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5         \4,800,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣6         \4,750,000                                     

北陸航測㈱　南砺支店　支店長　小倉　清紀7         \4,900,000                                     

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

㈱宏和　代表取締役　堀　英男

（２）落札額 （税抜）         \4,700,000

（税込）         \5,170,000 うち消費税相当額           \470,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,912,000

（税込）         \5,403,200 うち消費税相当額           \491,200

（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

-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 2021001195 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前11時30分

荒木墓地確定測量及び管理台帳作成業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　荒木　地内

履行期限 令和 3年 7月26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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \2,550,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \2,550,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \2,450,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \2,550,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣5         \2,550,000                                     

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

㈱宏和　代表取締役　堀　英男

（２）落札額 （税抜）         \2,450,000

（税込）         \2,695,000 うち消費税相当額           \245,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,606,000

（税込）         \2,866,600 うち消費税相当額           \260,600

（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

-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 2021001215 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前11時30分

城端地域複合施設（仮称）の整備の在り方検討支援業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市 城端 地域

履行期限 令和 3年 7月26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

川合設計事務所　開設者　川合　均1         \3,100,000                                     

㈲建築倶楽部　代表取締役　藤井　一彦2         \3,050,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏3         \3,100,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣4         \3,100,000                                     

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \3,140,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈲建築倶楽部　代表取締役　藤井　一彦

（２）落札額 （税抜）         \3,050,000

（税込）         \3,355,000 うち消費税相当額           \305,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,150,000

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

（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

-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 2021001208 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前11時30分

南砺市水道施設設備台帳作成その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26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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

1         \9,150,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男2         \9,000,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

3         \9,000,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

4         \9,100,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5         \8,900,000                                     

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　松
倉　章

6         \8,450,000                                     落札

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　大西　正人7         \9,150,000                                     

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　松倉　章

（２）落札額 （税抜）         \8,450,000

（税込）         \9,295,000 うち消費税相当額           \845,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,150,000

（税込）        \10,065,000 うち消費税相当額           \915,000

（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 2021001220 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前11時30分

道路メンテナンス事業　市道立野原蓑谷線向野橋ほか橋梁補修設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　野口　地内ほか

履行期限 令和 3年 7月26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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

1         \8,900,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男2         \8,800,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

3         \8,900,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

4         \9,000,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5         \8,700,000                                     落札

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

6         \9,080,000                                     

㈱日本海コンサルタント　富山支店　支店長　
田原　雅夫

7         \9,080,000                                     

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）         \8,700,000

（税込）         \9,570,000 うち消費税相当額           \870,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,083,000

（税込）         \9,991,300 うち消費税相当額           \908,300

（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 2021001219 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前11時30分

道路メンテナンス事業　市道小規模橋梁２期点検その４業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　上梨　地内ほか

履行期限 令和 3年 7月26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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

1         \6,706,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \6,600,000                                     

㈱建成コンサルタント　南砺支店　支店長　大
蔵　欣司

3         \6,650,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4         \6,500,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5         \6,400,000                                     落札

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　大西　正人6         \6,550,000                                     

北陸航測㈱　南砺支店　支店長　小倉　清紀7         \6,700,000                                     

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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（２）落札額 （税抜）         \6,400,000

（税込）         \7,040,000 うち消費税相当額           \640,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,706,000

（税込）         \7,376,600 うち消費税相当額           \670,600

（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

-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 2021001217 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前11時30分

道路メンテナンス事業　市道小規模橋梁２期点検その３業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　小原　地内ほか

履行期限 令和 3年 7月26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

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

1         \4,654,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \4,600,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \4,500,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

4         \4,400,000                                     落札

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

5         \4,500,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏6         \4,500,000                                     

北陸航測㈱　南砺支店　支店長　小倉　清紀7         \4,600,000                                     

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

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷　修

（２）落札額 （税抜）         \4,400,000

（税込）         \4,840,000 うち消費税相当額           \440,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,654,000

（税込）         \5,119,400 うち消費税相当額           \465,400

（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

-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 2021001132 入札日時 令和 3年 7月20日　　午前11時30分

南砺市　移住定住促進サイト「なななんと」再構築業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 令和 3年 7月26日　から　令和 3年10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

となみ衛星通信テレビ㈱　代表取締役社長　河
合　常晴

1         \1,000,000                                     

日本ソフテック㈱　代表取締役　窪田　育夫2                                                       辞退

ＮＥＳ㈱　代表取締役社長　成川　和彦3                                                       辞退

㈲プランニングオフィスグローブ　代表取締役
　山﨑　俊昭

4           \880,000                                     くじ引き

㈱Ｏｎｅ　ｔｏ　Ｏｎｅ　代表取締役　森田　
清仁

5           \880,000                                     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

㈱Ｏｎｅ　ｔｏ　Ｏｎｅ　代表取締役　森田　清仁

（２）落札額 （税抜）           \880,000

（税込）           \968,000 うち消費税相当額            \88,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,100,000

（税込）         \1,210,000 うち消費税相当額           \110,000

（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

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 2021001214 入札日時 令和 3年 7月20日　　午後01時00分

いのくち椿館　簡易ステージ購入
件名

納入場所 いのくち椿館

納入期限 令和 3年 8月16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                                                       無効

㈲苗加インテリア　代表取締役　苗加　哲弘2         \1,636,680                                     

㈲マツザキ事務機　代表取締役　松﨑　貴之3                                                       辞退

㈱山田事務機　代表取締役　山田　孝4         \1,344,000                                     

山本紙茶店　代表　山本　均5         \1,226,000                                     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

山本紙茶店　代表　山本　均

（２）落札額 （税抜）         \1,226,000

（税込）         \1,348,600 うち消費税相当額           \122,600

（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

-27-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001239 入札日時 令和 3年 7月20日　　午後01時00分

福光総合グラウンド芝刈機購入
件名

納入場所 福光総合グラウンド

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

㈲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         \2,941,000                                     

㈱興北産業　代表取締役　伊藤　徳和3         \2,290,000                                     

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　
憲仁

4         \1,840,000                                     落札

株式会社百祥　代表取締役　木戸　武典5         \2,790,000                                     

㈱北陸近畿クボタ　井波営業所　所長　柳瀬　
勝志

6         \2,238,000                                     

溝口農機㈱　代表取締役　溝口　友一7         \2,147,000                                     

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

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　憲仁

（２）落札額 （税抜）         \1,840,000

（税込）         \2,024,000 うち消費税相当額           \184,000

（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

-28-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001117 入札日時 令和 3年 7月20日　　午後01時00分

電源立地地域対策交付金事業　小型除雪車（0.4ｍ3級）2台購入
件名

納入場所 南砺市　川西（西勝寺）・砂子谷　地内

納入期限 令和 3年12月10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         \6,360,000                                     

㈱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         \6,290,000                                     落札

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎4         \6,450,000                                     

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　
憲仁

5                                                       辞退

日本キャタピラー合同会社　富山営業所　所長
　石本　浩一

6         \7,300,000                                     

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二7         \7,200,000                                     

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

千代田機電㈱　南砺店　店長代理　大橋　俊介

（２）落札額 （税抜）         \6,290,000

（税込）         \6,919,000 うち消費税相当額           \629,000

（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

-29-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000819 入札日時 令和 3年 7月20日　　午後01時00分

富山県地域ぐるみ除排雪緊急促進事業　小型除雪車（0.5ｍ3級）購入
件名

納入場所 南砺市　城端　地内

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

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎1         \4,100,000                                     

㈱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         \3,878,000                                     落札

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎4         \3,980,000                                     

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　
憲仁

5                                                       辞退

日本キャタピラー合同会社　富山営業所　所長
　石本　浩一

6         \4,650,000                                     

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二7         \4,600,000                                     

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

千代田機電㈱　南砺店　店長代理　大橋　俊介

（２）落札額 （税抜）         \3,878,000

（税込）         \4,265,800 うち消費税相当額           \387,800

（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

-30-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001169 入札日時 令和 3年 7月20日　　午後01時00分

電源立地地域対策交付金事業　小型除雪機械（1.1ｍ級）購入
件名

納入場所 南砺市　才川七　地内

納入期限 令和 3年12月10日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

川合農機商会　代表　川合　勉1                                                       辞退

千代田機電㈱　南砺店　店長代理　大橋　俊介2         \1,528,000                                     

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎3         \1,700,000                                     

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　
憲仁

4         \1,596,000                                     

㈱北陸近畿クボタ　井波営業所　所長　柳瀬　
勝志

5         \1,408,500                                     

溝口農機㈱　代表取締役　溝口　友一6         \1,348,000                                     落札

㈱ヨシカワ　福光営業所　所長　福井　直人7         \1,660,000                                     

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

溝口農機㈱　代表取締役　溝口　友一

（２）落札額 （税抜）         \1,348,000

（税込）         \1,482,800 うち消費税相当額           \134,800

（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 2021001170 入札日時 令和 3年 7月20日　　午後01時00分

庁舎用小型除雪機（0.9ｍ級）購入
件名

納入場所 南砺市役所財政課

納入期限 令和 3年12月10日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

川合農機商会　代表　川合　勉1           \735,000                                     

千代田機電㈱　南砺店　店長代理　大橋　俊介2                                                       辞退

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎3           \820,000                                     

㈱北陸近畿クボタ　井波営業所　所長　柳瀬　
勝志

4           \638,000                                     落札

溝口農機㈱　代表取締役　溝口　友一5                                                       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

㈱北陸近畿クボタ　井波営業所　所長　柳瀬　勝志

（２）落札額 （税抜）           \638,000

（税込）           \701,800 うち消費税相当額            \63,800

（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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令和３年７月２０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

第2021001156号
社
会

　

　

上坂建設㈱

　

6

3

㈱丸泉

得能建設工業㈱

㈱土居建設

34,500,000

5
34,510,000

　

　

　

落札

　

　

　

3.1903

　
109.17

110.00

　
110.00

110.00

3.1884

3.1689

3.1977

3.1875

落札　（採用）　金額(税込）
金　額

契 約 番 号消費税を含む額

円

37,084,699 33,713,363

円

38,016,000 34,560,000

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

社会資本整備総合交付金事業
市道野田法林寺線道路改良その３工事

第2021001156号建設整備課

消費税を除く額

指名の理由

契約方法

調 査
基準価格

土木一式
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　７月２０日

まで

発 注 工 種

調 査
の 経 緯

順位

円円

南砺市　小坂　地内

令和４年　１月１４日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

円

110.00

3.1958

請 負
対 象 額

110.00

2
2

1

摘　要

1
37,840,000

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。

4

5

上坂建設㈱

㈱福光組

3

34,480,000

立野原建設㈱

4

34,450,000

34,400,000

円

34,420,000

6


