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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001381 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時00分

市道犬藪７号線ほか側溝改修工事
件名

施行場所 南砺市　井波（今町４区）　地内

期間 令和 3年 8月 4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

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣1         \5,300,000                                     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

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣

（２）落札額 （税抜）         \5,300,000

（税込）         \5,830,000 うち消費税相当額           \530,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,331,000

（税込）         \5,864,100 うち消費税相当額           \533,100

（４）         \4,655,046低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,120,550 うち消費税相当額           \465,504

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-

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 2021001303 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時00分

鈴木家住宅保存修理工事
件名

施行場所 南砺市　相倉　地内

期間 契約締結の翌日　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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1         \6,190,000                                     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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治

（２）落札額 （税抜）         \6,190,000

（税込）         \6,809,000 うち消費税相当額           \619,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,200,000

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

（４）         \5,436,087低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,979,695 うち消費税相当額           \543,608

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-2-
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001347 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道田向湯谷線落石防護柵設置その３工事
件名

施行場所 南砺市　田向　地内

期間 令和 3年 8月 4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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1        \15,280,000                                     

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉2        \15,250,000                                     落札

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴3        \15,320,000                                     

㈱長田組　代表取締役　長田　一政4        \15,300,000                                     

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

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉

（２）落札額 （税抜）        \15,250,000

（税込）        \16,775,000 うち消費税相当額         \1,525,000

（３）予定価格 （税抜）        \15,410,000

（税込）        \16,951,000 うち消費税相当額         \1,541,000

（４）        \13,551,520低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \14,906,672 うち消費税相当額         \1,355,152

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

-3-

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 2021001372 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道山の神線雪崩予防杭設置その２工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村阿別当　地内

期間 令和 3年 8月 4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

越飛建設㈱　代表取締役　中河　公伸1        \10,950,000                                     落札

米澤工業㈱　代表取締役　米澤　秀起2        \11,000,000                                     

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）        \10,950,000

（税込）        \12,045,000 うち消費税相当額         \1,095,000

（３）予定価格 （税抜）        \11,040,000

（税込）        \12,144,000 うち消費税相当額         \1,104,000

（４）         \9,640,421低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,604,463 うち消費税相当額           \964,042

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-

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 2021001371 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時00分

南砺市立福野中学校バックネット改修工事
件名

施行場所 南砺市　福野　地内

期間 令和 3年 8月 4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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \6,210,000                                     

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔2         \6,230,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人3         \6,230,000                                     

㈱神能工務店　代表取締役　神能　貴典4         \6,200,000                                     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

㈱神能工務店　代表取締役　神能　貴典

（２）落札額 （税抜）         \6,200,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \6,246,000

（税込）         \6,870,600 うち消費税相当額           \624,600

（４）         \5,420,777低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,962,854 うち消費税相当額           \542,077

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 2021001335 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　みなみ団地４・５号棟給水設備改修工事
件名

施行場所 南砺市　福光　地内

期間 令和 3年 8月 4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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治1        \16,950,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2        \17,000,000                                     

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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治

（２）落札額 （税抜）        \16,950,000

（税込）        \18,645,000 うち消費税相当額         \1,695,000

（３）予定価格 （税抜）        \17,030,000

（税込）        \18,733,000 うち消費税相当額         \1,703,000

（４）        \15,397,953低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \16,937,748 うち消費税相当額         \1,539,795

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 2021001329 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時00分

ふく満デイサービスセンター空調設備等修繕更新工事
件名

施行場所 南砺市　福光　地内

期間 令和 3年 8月 4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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治1        \10,950,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2        \10,980,000                                     

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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治

（２）落札額 （税抜）        \10,950,000

（税込）        \12,045,000 うち消費税相当額         \1,095,000

（３）予定価格 （税抜）        \11,000,000

（税込）        \12,100,000 うち消費税相当額         \1,100,000

（４）        \10,120,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \11,132,000 うち消費税相当額         \1,012,000

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

-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 2021001258 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道山見中江線消雪配管リフレッシュ工事
件名

施行場所 南砺市　山見　地内

期間 令和 3年 8月 4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        \10,830,000                                     

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫2        \10,800,000                                     

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之3        \10,750,000                                     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）        \10,750,000

（税込）        \11,825,000 うち消費税相当額         \1,075,000

（３）予定価格 （税抜）        \10,880,000

（税込）        \11,968,000 うち消費税相当額         \1,088,000

（４）         \9,519,961低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,471,957 うち消費税相当額           \951,996

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

-8-

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 2021001350 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道信末工業団地線消雪配管リフレッシュ工事
件名

施行場所 南砺市　信末　地内

期間 令和 3年 8月 4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         \5,620,000                                     

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2         \5,600,000                                     

城管工業㈱　代表取締役　内河　純一3         \5,610,000                                     

実研工業㈱　代表取締役　水口　實4         \5,610,000                                     

中越興業㈱　代表取締役　山下　博5         \5,620,000                                     

中越産業㈱　代表取締役　樋口　和博6         \5,620,000                                     

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣7         \5,590,000                                     落札

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣

（２）落札額 （税抜）         \5,590,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \5,637,000

（税込）         \6,200,700 うち消費税相当額           \563,700

（４）         \4,920,882低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,412,970 うち消費税相当額           \492,088

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

-9-

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 2021001356 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時00分

福光０８ほか消雪井戸洗浄工事
件名

施行場所 南砺市　福光（川原町）　地内ほか

期間 令和 3年 8月 4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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　公一1         \7,360,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2         \7,380,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \7,370,000                                     

㈱日東　南砺支店　支店長　一二三　敦司4         \7,300,000                                     落札

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

5         \7,390,000                                     

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和6         \7,390,000                                     

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

㈱日東　南砺支店　支店長　一二三　敦司

（２）落札額 （税抜）         \7,300,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \7,419,000

（税込）         \8,160,900 うち消費税相当額           \741,900

（４）         \6,384,766低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,023,242 うち消費税相当額           \638,476

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

-10-

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 2021001252 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時45分

電源立地地域対策交付金事業　南山見交流センター体育館内壁修繕工事
件名

施行場所 南砺市　川原崎　地内

期間 令和 3年 8月 4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

㈱加藤建材　代表取締役　加藤　考一1         \1,550,000                                     

㈲丹保建設　代表取締役　鹿熊　秀夫2         \1,535,000                                     

㈲トータルインテリア内河　代表取締役　内河
　秀元

3         \1,520,000                                     無効

㈲苗加インテリア　代表取締役　苗加　哲弘4         \1,560,000                                     

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣5         \1,500,000                                     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

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣

（２）落札額 （税抜）         \1,500,000

（税込）         \1,650,000 うち消費税相当額           \150,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,565,000

（税込）         \1,721,500 うち消費税相当額           \156,500

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　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 2021001330 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時45分

井波３４消雪ポンプ取替工事
件名

施行場所 南砺市　山見　地内

期間 令和 3年 8月 4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

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

1         \2,110,000                                     

㈱日東　南砺支店　支店長　一二三　敦司2         \2,120,000                                     

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳3         \2,120,000                                     

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子4         \2,080,000                                     落札

森田電器　代表　森田　良一5         \2,100,000                                     

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

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子

（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）         \2,128,000

（税込）         \2,340,800 うち消費税相当額           \212,800

（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

-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 2021001369 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時45分

城端温水プール水槽塗装修繕工事
件名

施行場所 南砺市　城端　地内

期間 令和 3年 8月 4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         \3,550,000                                     落札

中越興業㈱　代表取締役　山下　博2         \3,580,000                                     

㈲中井塗装　代表取締役　中井　栄信3         \3,590,000                                     

株式会社北陸装研　代表取締役　沖田　仁4         \3,570,000                                     

㈲山田建装　代表取締役　山田　賢史5         \3,580,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦

（２）落札額 （税抜）         \3,550,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \3,600,000

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

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-13-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001251 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時45分

電源立地地域対策交付金事業　石黒交流センター屋上及び外壁修繕工事
件名

施行場所 南砺市　川西　地内

期間 令和 3年 8月 4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

㈲イシザキ　代表取締役　石崎　博1         \1,850,000                                     落札

㈲大西塗装工業　代表取締役　大西　充洋2         \1,890,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人3         \1,930,000                                     

中越鉄工㈱　代表取締役　西村　仁4                                                       辞退

松本塗装工業㈱　代表取締役　山本　善光5         \1,920,000                                     

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

㈲イシザキ　代表取締役　石崎　博

（２）落札額 （税抜）         \1,850,000

（税込）         \2,035,000 うち消費税相当額           \185,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,953,000

（税込）         \2,148,300 うち消費税相当額           \195,300

（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

-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 2021001250 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時45分

電源立地地域対策交付金事業　広瀬舘交流センター外壁及び内壁修繕工事
件名

施行場所 南砺市　祖谷　地内

期間 令和 3年 8月 4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

㈲イシザキ　代表取締役　石崎　博1         \1,590,000                                     

㈲中井塗装　代表取締役　中井　栄信2         \1,580,000                                     

株式会社北陸装研　代表取締役　沖田　仁3         \1,570,000                                     

松本塗装工業㈱　代表取締役　山本　善光4         \1,560,000                                     落札

山本塗装　事業主　山本　正5         \1,575,000                                     

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

松本塗装工業㈱　代表取締役　山本　善光

（２）落札額 （税抜）         \1,560,000

（税込）         \1,716,000 うち消費税相当額           \156,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,600,000

（税込）         \1,760,000 うち消費税相当額           \160,000

（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 2021001370 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前10時45分

天竺温泉の郷排煙装置修繕工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村上百瀬　地内

期間 令和 3年 8月 4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

㈱井波建材　代表取締役　渋谷　武一1         \2,050,000                                     落札

タカハタ工業㈱　代表取締役　高畑　寿太2         \2,140,000                                     

チューモク㈱　代表取締役　西村　元秀3         \2,100,000                                     

中越興業㈱　代表取締役　山下　博4         \2,070,000                                     

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博5         \2,160,000                                     

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

㈱井波建材　代表取締役　渋谷　武一

（２）落札額 （税抜）         \2,050,000

（税込）         \2,255,000 うち消費税相当額           \205,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,180,000

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

（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 2021001295 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前11時05分

市道理休１号線用地測量業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　理休　地内

履行期限 令和 3年 8月 4日　から　令和 4年 1月14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         \2,600,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \2,600,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \2,600,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \2,600,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣5         \2,540,000                                     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）         \2,540,000

（税込）         \2,794,000 うち消費税相当額           \254,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,673,000

（税込）         \2,940,300 うち消費税相当額           \267,300

（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 2021001348 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前11時05分

城端曳山会館屋根改修等工事設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　城端　地内

履行期限 令和 3年 8月 4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

川合設計事務所　開設者　川合　均1           \770,000                                     

㈲建築倶楽部　代表取締役　藤井　一彦2           \780,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

3           \792,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣4           \785,000                                     

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5           \750,000                                     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）           \750,000

（税込）           \825,000 うち消費税相当額            \75,000

（３）予定価格 （税抜）           \792,000

（税込）           \871,200 うち消費税相当額            \79,200

（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

-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 2021001328 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前11時05分

南砺市準用河川台帳作成業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 令和 3年 8月 4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         \4,450,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \4,450,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \4,400,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \4,350,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣5         \4,480,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（２）落札額 （税抜）         \4,350,000

（税込）         \4,785,000 うち消費税相当額           \435,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,530,000

（税込）         \4,983,000 うち消費税相当額           \453,000

（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

-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 2021001265 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前11時05分

地方創生道整備推進交付金事業　市道藤巻線物件調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　利賀村坂上　地内

履行期限 令和 3年 8月 4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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

1         \1,550,000                                     落札

北建コンサル㈱　南砺支店　支店長　鷲北　慎
一

2         \1,600,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \1,600,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \1,600,000                                     

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \1,590,000                                     

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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織田　茂雄

（２）落札額 （税抜）         \1,550,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \1,620,000

（税込）         \1,782,000 うち消費税相当額           \162,000

（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

-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 2021001349 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前11時05分

ゼロカーボンシティなんと目標設定支援業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 令和 3年 8月 4日　から　令和 4年 1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

エヌエス環境㈱　北陸支店　支店長　太田　均1         \4,200,000                                     落札

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

2         \5,780,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

3         \5,000,000                                     

㈱中央設計技術研究所　南砺事務所　所長　松
倉　章

4         \5,780,000                                     

㈱中部設計　代表取締役　中瀬　壽5         \5,780,000                                     

㈱日本海コンサルタント　富山支店　支店長　
田原　雅夫

6         \5,780,000                                     

八千代エンジニヤリング㈱　富山事務所　所長
　泉田　洋

7         \4,200,000                                     くじ引き

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

エヌエス環境㈱　北陸支店　支店長　太田　均

（２）落札額 （税抜）         \4,200,000

（税込）         \4,620,000 うち消費税相当額           \420,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,780,000

（税込）         \6,358,000 うち消費税相当額           \578,000

（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



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001310 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前11時05分

利賀地域ほか除雪車車検整備
委託業務名

履行場所 南砺市　利賀　地域ほか

履行期限 令和 3年 8月 4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

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎1        \28,200,000                                     

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        \27,800,000                                     落札

日本キャタピラー合同会社　富山営業所　所長
　石本　浩一

4        \28,600,000                                     

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

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎

（２）落札額 （税抜）        \27,800,000

（税込）        \30,580,000 うち消費税相当額         \2,780,000

（３）予定価格 （税抜）        \28,737,000

（税込）        \31,610,700 うち消費税相当額         \2,873,700

（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
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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 2021001373 入札日時 令和 3年 8月 2日　　午前11時05分

多人数同時検温システム購入
件名

納入場所 南砺市立井波小学校ほか

納入期限 令和 3年 9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

㈱インターウェブ　代表取締役　北村　孝志1         \4,650,000                                     

合同会社髙文堂書店　代表社員　高坂　武2         \5,988,000                                     

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

3                                                       辞退

ＮＥＳ㈱　代表取締役社長　成川　和彦4         \4,570,000                                     

㈲マツザキ事務機　代表取締役　松﨑　貴之5                                                       辞退

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

山本紙茶店　代表　山本　均7         \4,400,000                                     落札

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

山本紙茶店　代表　山本　均

（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

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８月２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） 
 



事前公表工事 総合評価方式工事

　

　

摘　要

29,800,000
1

3

契 約 番 号

調 査
基準価格

順位

26,360,984

第2021001357号建設維持課

第　　　　１　　　　回

請 負
対 象 額

33,099,000

33,099,000

商　号　又　は　名　称

30,090,000

予定価格

28,997,082

(注）２　摘要欄の上段は技術評価点、下段は評価値を示す。　　　

財 政 課令和３年１２月１７日

29,950,000

円

金　額

円

順位金　額

29,900,0001

2

4

アルカスコーポレーション㈱

笹嶋工業㈱

東洋道路興業㈱ 3

2

南砺市　田尻・下吉江　地内

第　　　　２　　　　回

工 事 場 所

まで

金　額順位金　額順位

工 期

(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。

110.00

108.33

3.6913

円円

　入　札　調　書

印

道路メンテナンス事業
市道高堀太美山線上大井川橋主桁補修工事

条件付一般競争入札

消費税を除く額

30,090,000

入札日時
消費税を含む額 発 注 工 種 契約方法

円円 土木一式

財 政 課

令和３年　８月　２日

午前１０時００分

財 政 課

入　札　（見　積）　担　当　者　

副主幹

荒井　清志

近藤　隆洋

所 属

工 事 名

窪　泰彰

主幹

110.00

3.6789

主事

落札　（採用）　金額

　

　

　

　

落札

3.6170

　

　

　

　

　


