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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001391 入札日時 令和 3年 8月25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６工事
件名

施行場所 南砺市　下吉江　地内

期間 令和 3年 8月27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         \7,640,000                                     

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子2         \7,600,000                                     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）         \7,600,000

（税込）         \8,360,000 うち消費税相当額           \760,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,679,000

（税込）         \8,446,900 うち消費税相当額           \767,900

（４）         \6,703,582低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,373,940 うち消費税相当額           \670,358

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

-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 2021001448 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道福光吉江線ほか消雪配管リフレッシュ工事
件名

施行場所 南砺市　福光（天神町）　地内ほか

期間 令和 3年 8月27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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志1        \10,860,000                                     落札

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治2        \10,872,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3        \10,880,000                                     

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一4        \10,870,000                                     

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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志

（２）落札額 （税抜）        \10,860,000

（税込）        \11,946,000 うち消費税相当額         \1,086,000

（３）予定価格 （税抜）        \10,890,000

（税込）        \11,979,000 うち消費税相当額         \1,089,000

（４）         \9,529,445低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,482,389 うち消費税相当額           \952,944

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 2021001465 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道高畠城端栄町線舗装その３工事
件名

施行場所 南砺市　是安　地内

期間 契約締結の翌日　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

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　幸大1        \18,100,000                                     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）        \18,100,000

（税込）        \19,910,000 うち消費税相当額         \1,810,000

（３）予定価格 （税抜）        \18,300,000

（税込）        \20,130,000 うち消費税相当額         \1,830,000

（４）        \16,083,969低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \17,692,365 うち消費税相当額         \1,608,396

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 2021001453 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業 市道高堀太美山線切削オーバーレイ工事
件名

施行場所 南砺市　高堀　地内

期間 令和 3年 8月27日　から　令和 3年11月26日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \9,070,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \9,080,000                                     

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄3         \9,050,000                                     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

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄

（２）落札額 （税抜）         \9,050,000

（税込）         \9,955,000 うち消費税相当額           \905,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,118,000

（税込）        \10,029,800 うち消費税相当額           \911,800

（４）         \7,913,144低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,704,458 うち消費税相当額           \791,314

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 2021001397 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前10時00分

地方創生道整備推進交付金事業　市道坂上上百瀬線舗装その６工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村上百瀬　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

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之1         \8,750,000                                     落札

2                                                       

3                                                       

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之

（２）落札額 （税抜）         \8,750,000

（税込）         \9,625,000 うち消費税相当額           \875,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,851,000

（税込）         \9,736,100 うち消費税相当額           \885,100

（４）         \7,719,602低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,491,562 うち消費税相当額           \771,960

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

-5-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001459 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道南砺井波城端線舗装打換工事
件名

施行場所 南砺市　山見　地内

期間 令和 3年 8月27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

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博1         \8,750,000                                     落札

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄2         \8,780,000                                     

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之3         \8,800,000                                     

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

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博

（２）落札額 （税抜）         \8,750,000

（税込）         \9,625,000 うち消費税相当額           \875,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,843,000

（税込）         \9,727,300 うち消費税相当額           \884,300

（４）         \7,713,374低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,484,711 うち消費税相当額           \771,337

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

-6-

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 2021001458 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道清水明北市線舗装打換工事
件名

施行場所 南砺市　野能原　地内

期間 令和 3年 8月27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

辻建設㈱　南砺支店　支店長　辻　正博1         \8,080,000                                     

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄2         \8,100,000                                     

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之3         \8,000,000                                     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）         \8,000,000

（税込）         \8,800,000 うち消費税相当額           \800,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,178,000

（税込）         \8,995,800 うち消費税相当額           \817,800

（４）         \7,130,968低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,844,064 うち消費税相当額           \713,096

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 2021001460 入札日時 令和 3年 8月25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工事に伴う舗装本復旧その１
件名

工事

施行場所 南砺市　野原　地内ほか

期間 令和 3年 8月27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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \3,880,000                                     落札

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

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄3         \3,900,000                                     

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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩崎　弥一

（２）落札額 （税抜）         \3,880,000

（税込）         \4,268,000 うち消費税相当額           \388,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,944,000

（税込）         \4,338,400 うち消費税相当額           \394,400

（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

-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 2021001428 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前10時00分

市道南原線舗装オーバーレイ工事
件名

施行場所 南砺市　立野原東　地内

期間 令和 3年 8月27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

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　幸大1         \2,700,000                                     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）         \2,700,000

（税込）         \2,970,000 うち消費税相当額           \270,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,745,000

（税込）         \3,019,500 うち消費税相当額           \274,500

（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

-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 2021001470 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前10時00分

安居緑地広場駐車場舗装補修工事
件名

施行場所 南砺市　安居　地内

期間 令和 3年 8月27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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \2,480,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \2,470,000                                     

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄3         \2,450,000                                     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

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄

（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）         \2,482,000

（税込）         \2,730,200 うち消費税相当額           \248,200

（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

-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 2021001394 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前10時45分

社会資本整備総合交付金事業　市道高堀太美山線（田尻）道路改良その４工事
件名

施行場所 南砺市　田尻　地内

期間 令和 3年 8月27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

㈲浦山重機　代表取締役　浦山　昭雄1         \3,650,000                                     

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \3,650,000                                     

田中組　代表者　田中　勲3         \3,630,000                                     

藤井工業㈱　代表取締役　藤井　圭一4         \3,620,000                                     

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子5         \3,600,000                                     落札

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子

（２）落札額 （税抜）         \3,600,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \3,670,000

（税込）         \4,037,000 うち消費税相当額           \367,000

（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

-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 2021001476 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前10時45分

県単独森林整備事業　林道奧孫線法面保護工事
件名

施行場所 南砺市　刀利　地内

期間 令和 3年 8月27日　から　令和 3年10月29日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸1         \3,380,000                                     

立野原建設㈱　代表取締役社長　秀永　欣亮2         \3,370,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \3,400,000                                     

㈱松本建材　代表取締役　松本　一総4         \3,350,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一5         \3,390,000                                     

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

㈱松本建材　代表取締役　松本　一総

（２）落札額 （税抜）         \3,350,000

（税込）         \3,685,000 うち消費税相当額           \335,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,407,000

（税込）         \3,747,700 うち消費税相当額           \340,700

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-12-

契約締結の翌日



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001445 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前10時45分

道路メンテナンス事業　市道石黒北山田線末草橋補修工事
件名

施行場所 南砺市　川西　地内

期間 令和 3年 8月27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

田中組　代表者　田中　勲1         \2,462,000                                     

中越鉄工㈱　代表取締役　西村　仁2         \2,472,000                                     

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊3         \2,450,000                                     落札

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一4         \2,465,000                                     

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功5         \2,457,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊

（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）         \2,472,000

（税込）         \2,719,200 うち消費税相当額           \247,200

（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

-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 2021001396 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前10時45分

五箇山県立自然公園新屋休憩所屋上防水改修工事
件名

施行場所 南砺市　新屋　地内

期間 令和 3年 8月27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         \1,500,000                                     落札

㈱岡部　代表取締役社長　岡部　竜一2         \1,525,000                                     

中越興業㈱　代表取締役　山下　博3         \1,520,000                                     

㈲中井塗装　代表取締役　中井　栄信4         \1,520,000                                     

株式会社北陸装研　代表取締役　沖田　仁5         \1,518,000                                     

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）         \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）         \1,530,000

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

（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 2021001425 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前11時00分

市道砂子谷人母線用地測量業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　人母　地内

履行期限 令和 3年 8月27日　から　令和 4年 3月18日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \8,450,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \8,500,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \8,200,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \8,400,000                                     

㈱東洋設計　南砺営業所　所長　大西　正人5         \8,600,000                                     

㈱福島測設　南砺支店　支店長　大島　孝6         \8,500,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣7         \8,460,000                                     

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）         \8,200,000

（税込）         \9,020,000 うち消費税相当額           \820,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,642,000

（税込）         \9,506,200 うち消費税相当額           \864,200

（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

-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 2021001387 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前11時00分

市道小坂祖谷１号線用地測量業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　小坂　地内

履行期限 令和 3年 8月27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         \1,700,000                                     落札

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \1,750,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \1,730,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \1,750,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣5         \1,735,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　一男

（２）落札額 （税抜）         \1,700,000

（税込）         \1,870,000 うち消費税相当額           \170,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,771,000

（税込）         \1,948,100 うち消費税相当額           \177,100

（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 2021001419 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前11時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道石黒北山田線道路台帳修正業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　法林寺・川西　地内

履行期限 令和 3年 8月27日　から　令和 3年11月26日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \1,200,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \1,180,000                                     落札

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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \1,200,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣5         \1,220,000                                     

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）         \1,180,000

（税込）         \1,298,000 うち消費税相当額           \118,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,232,000

（税込）         \1,355,200 うち消費税相当額           \123,200

（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

-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 2021001410 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前11時00分

市道荒木高宮線道路概略設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　荒木・高宮　地内

履行期限 令和 3年 8月27日　から　令和 4年 3月18日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \4,000,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \4,000,000                                     

㈱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         \4,000,000                                     

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

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

㈱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）         \4,095,000

（税込）         \4,504,500 うち消費税相当額           \409,500

（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

-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 2021001435 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前11時00分

特定環境保全公共下水道事業　粲明浄化センター最終沈殿池調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　下梨　地内

履行期限 令和 3年 8月27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

㈱アースクリーン２１　代表取締役　原田　義
夫

1         \4,265,000                                     

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司2         \4,250,000                                     落札

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二3         \4,260,000                                     

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳4         \4,260,000                                     

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \4,260,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司

（２）落札額 （税抜）         \4,250,000

（税込）         \4,675,000 うち消費税相当額           \425,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,270,000

（税込）         \4,697,000 うち消費税相当額           \427,000

（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 2021001417 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前11時00分

紫外線処理装置点検整備業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　糸谷新　地内ほか

履行期限 令和 3年 8月27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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \9,400,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \9,400,000                                     

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治3         \9,420,000                                     

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二4         \9,400,000                                     

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男5         \9,350,000                                     落札

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔6         \9,380,000                                     

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

7         \9,400,000                                     

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

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男

（２）落札額 （税抜）         \9,350,000

（税込）        \10,285,000 うち消費税相当額           \935,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,430,000

（税込）        \10,373,000 うち消費税相当額           \943,000

（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 2021001452 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前11時00分

城端地域ほかロータリ除雪車車検整備
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 8月27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

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎1        \19,100,000                                     

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        \18,850,000                                     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        \19,040,000                                     

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）        \18,850,000

（税込）        \20,735,000 うち消費税相当額         \1,885,000

（３）予定価格 （税抜）        \19,432,000

（税込）        \21,375,200 うち消費税相当額         \1,943,200

（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

-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 2021001426 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前11時00分

南砺市医療情報システム電子カルテ関連機器購入
件名

納入場所 南砺市民病院ほか

納入期限 令和 4年 3月22日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱石川コンピュータ・センター　代表取締役社
長　山浦　伯之

1                                                       辞退

㈱インテック　行政システム事業本部　本部長
　谷口　庄一郎

2                                                       辞退

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3        \29,000,000                                     

㈱トヤマデータセンター　高岡支店　支店長　
長沢　和彦

4        \23,110,000                                     

ＮＥＳ㈱　代表取締役社長　成川　和彦5                                                       辞退

三谷商事㈱　情報システム事業部金沢支店富山
営業所　所長　水島　一輝

6        \21,300,000                                     落札

山本紙茶店　代表　山本　均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

三谷商事㈱　情報システム事業部金沢支店富山営業所　所長　水島　一輝

（２）落札額 （税抜）        \21,300,000

（税込）        \23,430,000 うち消費税相当額         \2,130,000

（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

-22-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001449 入札日時 令和 3年 8月25日　　午前11時00分

南砺市民病院上部消化管汎用ビデオスコープ購入
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 令和 3年12月24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         \3,380,000                                     

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2         \3,380,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3         \3,230,000                                     落札

㈱中川医療器械　代表取締役　中川　直実4         \3,380,000                                     

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5         \3,350,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6         \3,450,000                                     

丸文通商㈱　富山支店　取締役支店長　長　敏
浩

7         \3,534,000                                     

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

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫

（２）落札額 （税抜）         \3,230,000

（税込）         \3,553,000 うち消費税相当額           \323,000

（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

-23-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001508 入札日時 令和 3年 9月 2日　　午前11時00分

南砺市消防団福光分団消防ポンプ自動車購入
件名

納入場所 南砺市消防団福光分団屯所

納入期限 令和 4年 3月 4日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱カワノ　砺波営業所　営業所長　吉川　晃平1        \18,000,000        \16,700,000                   

ジーエムいちはら工業㈱　代表取締役　光野　
幸子

2        \19,200,000                                     辞退

㈲セイエー防災　代表取締役　波　貴志3        \18,900,000        \16,795,000                   

長野ポンプ㈱　富山営業所　所長　亀井　朋也4        \18,200,000        \16,790,000                   

日本機械工業㈱　名古屋営業所　所長　岩﨑　
哲也

5        \18,000,000        \16,780,000                   

㈱本田商会　代表取締役　柴　達也6        \17,950,000        \16,770,000                   

㈱モリタ　富山営業所　所長　伊藤　晶広7        \16,800,000        \16,500,000                   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

㈱モリタ　富山営業所　所長　伊藤　晶広

（２）落札額 （税抜）        \16,500,000

（税込）        \18,150,000 うち消費税相当額         \1,650,000

（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



 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年８月２５日入札 
 

 

入 札 結 果 公 表 

 

 
総合評価方式による契約分 

 
 

入札及び契約経過（件名別） 
 



総合評価方式工事

　

　

　

　

　

　

　

　

　

落札
45,320,000

　

　

2.6061

落札　（採用）　金額(税込）
金　額

契 約 番 号消費税を含む額

円

40,478,241 36,798,401

円

45,419,000 41,290,000

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

生活基盤施設耐震化等交付金事業　福光地域基幹管
路耐震化その２工事

第2021001475号上下水道課

消費税を除く額

指名の理由

契約方法

調 査
基準価格

管工事
入札日時 午前１０時００分

南砺市建設工事条件付一般競争入札要領に基づく

条件付一般競争入札
令和３年　８月２５日

まで

発 注 工 種

調 査
の 経 緯

順位

円円

南砺市　大西　地内

令和４年　３月１８日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

円

108.33

2.6294

請 負
対 象 額

107.50

1
2

1

摘　要

2

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。

㈱谷村電機工業

砺波カンパニー㈱

41,250,000

円

41,200,000


