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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001662 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時00分

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４工事
件名

施行場所 南砺市　出村　地内

期間 令和 3年 9月13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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治1        \26,320,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2        \26,300,000                                     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）        \26,300,000

（税込）        \28,930,000 うち消費税相当額         \2,630,000

（３）予定価格 （税抜）        \26,330,000

（税込）        \28,963,000 うち消費税相当額         \2,633,000

（４）        \23,355,505低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \25,691,055 うち消費税相当額         \2,335,550

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 2021001604 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時00分

公共下水道事業　福光地内下水道管路施設補修工事
件名

施行場所 南砺市　福光（西町・新町）　地内

期間 令和 3年 9月13日　から　令和 3年12月24日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱アースクリーン２１　代表取締役　原田　義
夫

1        \24,000,000                                     

㈱高岡市衛生公社　代表取締役社長　島　小一2        \23,950,000                                     

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二3        \23,900,000                                     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

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二

（２）落札額 （税抜）        \23,900,000

（税込）        \26,290,000 うち消費税相当額         \2,390,000

（３）予定価格 （税抜）        \24,080,000

（税込）        \26,488,000 うち消費税相当額         \2,408,000

（４）        \21,179,092低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \23,297,001 うち消費税相当額         \2,117,909

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 2021001567 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道天神町１２号線ほか消雪配管工事
件名

施行場所 南砺市　福光（天神町）　地内

期間 令和 3年 9月13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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志1         \9,230,000                                     落札

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治2         \9,250,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3         \9,242,000                                     

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一4         \9,240,000                                     

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）         \9,230,000

（税込）        \10,153,000 うち消費税相当額           \923,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,265,000

（税込）        \10,191,500 うち消費税相当額           \926,500

（４）         \8,096,019低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,905,620 うち消費税相当額           \809,601

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 2021001667 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時00分

県道西勝寺福野線桐木地内水管橋更新工事
件名

施行場所 南砺市　桐木　地内

期間 令和 3年 9月13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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　公一1         \8,750,000                                     

中越産業㈱　代表取締役　樋口　和博2         \8,700,000                                     落札

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \8,800,000                                     

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生4         \8,780,000                                     

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5         \8,750,000                                     

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

中越産業㈱　代表取締役　樋口　和博

（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）         \8,820,000

（税込）         \9,702,000 うち消費税相当額           \882,000

（４）         \7,750,495低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,525,544 うち消費税相当額           \775,049

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 2021001616 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時00分

木崎野地内配水管更新その２工事
件名

施行場所 南砺市　木崎野　地内

期間 令和 3年 9月13日　から　令和 3年12月24日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1         \8,720,000                                     落札

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫2         \8,750,000                                     

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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸

（２）落札額 （税抜）         \8,720,000

（税込）         \9,592,000 うち消費税相当額           \872,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,800,000

（税込）         \9,680,000 うち消費税相当額           \880,000

（４）         \7,723,045低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,495,349 うち消費税相当額           \772,304

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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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 2021001643 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時00分

飛騨屋地内配水管更新工事
件名

施行場所 南砺市　飛騨屋　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年12月24日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1         \6,100,000                                     落札

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫2         \6,130,000                                     

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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸

（２）落札額 （税抜）         \6,100,000

（税込）         \6,710,000 うち消費税相当額           \610,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,170,000

（税込）         \6,787,000 うち消費税相当額           \617,000

（４）         \5,400,166低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,940,182 うち消費税相当額           \540,016

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 2021001669 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時00分

県単独森林整備事業　林道樋瀬戸線舗装工事
件名

施行場所 南砺市　樋瀬戸　地内

期間 契約締結の翌日　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

㈱森組　代表取締役　森　雄一1         \2,675,000                                     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

㈱森組　代表取締役　森　雄一

（２）落札額 （税抜）         \2,675,000

（税込）         \2,942,500 うち消費税相当額           \267,500

（３）予定価格 （税抜）         \2,680,000

（税込）         \2,948,000 うち消費税相当額           \268,000

（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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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001672 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時40分

特定環境保全公共下水道事業　遊部地内管渠工事
件名

施行場所 南砺市　遊部　地内

期間 令和 3年 9月13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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎1         \2,790,000                                     

田中組　代表者　田中　勲2         \2,760,000                                     落札

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治3         \2,785,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4         \2,780,000                                     

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子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

田中組　代表者　田中　勲

（２）落札額 （税抜）         \2,760,000

（税込）         \3,036,000 うち消費税相当額           \276,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,791,000

（税込）         \3,070,100 うち消費税相当額           \279,100

（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
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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 2021001608 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時40分

３災３００６能美地区農地災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　能美　地内

期間 令和 3年 9月13日　から　令和 3年11月26日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱石田組　代表取締役　石田　一郎1         \2,630,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久2         \2,660,000                                     

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊3         \2,650,000                                     

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安4         \2,600,000                                     落札

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一5         \2,650,000                                     

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

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安

（２）落札額 （税抜）         \2,600,000

（税込）         \2,860,000 うち消費税相当額           \260,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,668,000

（税込）         \2,934,800 うち消費税相当額           \266,800

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001679 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時40分

県単独森林整備事業　林道城福線改良工事
件名

施行場所 南砺市　上田　地内

期間 令和 3年 9月13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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \2,550,000                                     

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2         \2,570,000                                     

㈱健名組　代表取締役　健名　智博3         \2,580,000                                     

中越興業㈱　代表取締役　山下　博4         \2,540,000                                     

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　幸大5         \2,500,000                                     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

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　幸大

（２）落札額 （税抜）         \2,500,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \2,594,000

（税込）         \2,853,400 うち消費税相当額           \259,400

（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
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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 2021001635 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時40分

３災３００４ほか砂子谷地区農地・水路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　砂子谷　地内

期間 令和 3年 9月13日　から　令和 3年11月26日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱石田組　代表取締役　石田　一郎1         \2,360,000                                     落札

田中組　代表者　田中　勲2         \2,380,000                                     

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊3         \2,380,000                                     

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安4         \2,370,000                                     

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功5         \2,390,000                                     

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

㈱石田組　代表取締役　石田　一郎

（２）落札額 （税抜）         \2,360,000

（税込）         \2,596,000 うち消費税相当額           \236,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,401,000

（税込）         \2,641,100 うち消費税相当額           \240,100

（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

-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 2021001596 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時40分

３災３００１坂本地区農地災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　坂本　地内

期間 令和 3年 9月13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

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸1         \1,790,000                                     

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \1,780,000                                     落札

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \1,787,000                                     

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊4         \1,785,000                                     

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一5         \1,800,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志

（２）落札額 （税抜）         \1,780,000

（税込）         \1,958,000 うち消費税相当額           \178,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,803,000

（税込）         \1,983,300 うち消費税相当額           \180,300

（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

-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 2021001607 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時40分

３災３００２ほか坂本地区農地・水路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　坂本　地内

期間 令和 3年 9月13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

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸1         \1,718,000                                     

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \1,710,000                                     落札

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3         \1,715,000                                     

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊4         \1,720,000                                     

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一5         \1,720,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志

（２）落札額 （税抜）         \1,710,000

（税込）         \1,881,000 うち消費税相当額           \171,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,724,000

（税込）         \1,896,400 うち消費税相当額           \172,400

（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

-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 2021001585 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時40分

社会資本整備総合交付金事業　福光０８ほか消雪設備改修工事
件名

施行場所 南砺市　福光（川原町）　地内ほか

期間 令和 3年 9月13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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎1         \3,925,000                                     落札

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

2         \3,950,000                                     

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次3         \3,930,000                                     

㈱日東　南砺支店　支店長　加藤　仁4         \3,960,000                                     

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳5         \3,940,000                                     

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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎

（２）落札額 （税抜）         \3,925,000

（税込）         \4,317,500 うち消費税相当額           \392,500

（３）予定価格 （税抜）         \3,965,000

（税込）         \4,361,500 うち消費税相当額           \396,500

（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

-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 2021001670 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時40分

市道野田法林寺線配水管更新工事
件名

施行場所 南砺市　小坂　地内

期間 令和 3年 9月13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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎1         \2,560,000                                     落札

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \2,590,000                                     

ナカシマ設備工業㈱　代表取締役　中島　修一3         \2,570,000                                     

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣4         \2,600,000                                     

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5         \2,580,000                                     

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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎

（２）落札額 （税抜）         \2,560,000

（税込）         \2,816,000 うち消費税相当額           \256,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,610,000

（税込）         \2,871,000 うち消費税相当額           \261,000

（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 2021001564 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前10時40分

谷地内減圧弁更新工事
件名

施行場所 南砺市　谷　地内

期間 令和 3年 9月13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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1         \2,670,000                                     

中越産業㈱　代表取締役　樋口　和博2         \2,680,000                                     

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣3         \2,650,000                                     落札

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之4         \2,670,000                                     

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生5         \2,685,000                                     

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

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣

（２）落札額 （税抜）         \2,650,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \2,690,000

（税込）         \2,959,000 うち消費税相当額           \269,000

（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 2021001539 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前11時10分

社会資本整備総合交付金事業　市道国広南原線用地測量業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　立野原東　地内

履行期限 令和 3年 9月13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         \5,400,000                                     

ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所　所長　
水落　敏

2         \5,530,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

3         \5,450,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男4         \5,400,000                                     

㈱国土開発センター　西部営業所　所長　鍋谷
　修

5         \5,500,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏6         \5,300,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣7         \5,400,000                                     

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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（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）         \5,530,000

（税込）         \6,083,000 うち消費税相当額           \553,000

（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 2021001491 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前11時10分

市道荒木３１号線用地物件調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　荒木　地内

履行期限 令和 3年 9月13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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

1         \3,900,000                                     

㈱建成コンサルタント　南砺支店　支店長　大
蔵　欣司

2         \3,910,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \3,900,000                                     

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

4         \3,900,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏5         \3,800,000                                     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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（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）         \3,994,000

（税込）         \4,393,400 うち消費税相当額           \399,400

（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

-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 2021001515 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前11時10分

市道経塚立野２号線物件調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　土生新　地内

履行期限 令和 3年 9月13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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

1         \1,850,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男2         \1,800,000                                     落札

㈱新日本コンサルタント　南砺営業所　所長　
上坂　甚誠

3         \1,850,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \1,830,000                                     

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \1,860,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱宏和　代表取締役　堀　英男

（２）落札額 （税抜）         \1,800,000

（税込）         \1,980,000 うち消費税相当額           \180,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,890,000

（税込）         \2,079,000 うち消費税相当額           \189,000

（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 2021001592 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前11時10分

市営住宅雑排水管等清掃業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　福野　地内ほか

履行期限 令和 3年 9月13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         \2,080,000                                     

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学2         \2,076,000                                     

㈲オダビルサービス　代表取締役　織田　清信3         \2,080,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4         \2,075,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司5         \2,070,000                                     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

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司

（２）落札額 （税抜）         \2,070,000

（税込）         \2,277,000 うち消費税相当額           \207,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,081,000

（税込）         \2,289,100 うち消費税相当額           \208,100

（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

-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 2021001630 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前11時10分

祖谷・小坂地区埋蔵文化財試掘調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　祖谷・小坂　地内

履行期限 令和 3年 9月13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

㈱アーキジオ　代表取締役社長　津嶋　劍星1         \5,700,000                                     落札

㈱イビソク　北陸支店　支店長　新井　敏幸2         \5,900,000                                     

㈱エイ・テック　代表取締役　谷口　謙一郎3         \5,900,000                                     

㈲毛野考古学研究所　富山支所　支所長　常深
　尚

4         \5,920,000                                     

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

日本海航測㈱　富山支店　支店長　今井　克士6         \5,910,000                                     

北陸航測㈱　南砺支店　支店長　小倉　清紀7         \5,920,000                                     

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

㈱アーキジオ　代表取締役社長　津嶋　劍星

（２）落札額 （税抜）         \5,700,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \5,920,000

（税込）         \6,512,000 うち消費税相当額           \592,000

（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 2021001549 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前11時10分

井波地域ほか除雪ドーザ車検整備
委託業務名

履行場所 南砺市　井波　地域ほか

履行期限 令和 3年 9月13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        \28,100,000                                     落札

千代田機電㈱　南砺店　店長代理　大橋　俊介2        \28,400,000                                     

砺波重機㈱　代表取締役　斉藤　志郎3        \28,200,000                                     

日本キャタピラー合同会社　富山営業所　所長
　石本　浩一

4        \28,450,000                                     

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

コマツ富山㈱　取締役社長　池田　治郎

（２）落札額 （税抜）        \28,100,000

（税込）        \30,910,000 うち消費税相当額         \2,810,000

（３）予定価格 （税抜）        \28,983,000

（税込）        \31,881,300 うち消費税相当額         \2,898,300

（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

-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 2021001637 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前11時10分

南砺市営バス車両２台の購入
件名

納入場所 南砺市役所福光市民センター

納入期限 令和 4年 3月25日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵1         \6,950,000                                     落札

㈱オヤマ自動車　代表取締役　尾山　洋一2         \8,398,000                                     

なんと農業協同組合　代表理事組合長　上田　
憲仁

3         \7,900,000                                     

㈱ビックモーター石崎　代表取締役　石崎　忠
和

4         \7,628,000                                     

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

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵

（２）落札額 （税抜）         \6,950,000

（税込）         \7,645,000 うち消費税相当額           \695,000

（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 2021001650 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前11時10分

南砺市民病院眼科レーザー光凝固装置更新
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 令和 3年11月30日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

三和メディカル㈱　代表取締役　長原　謙二1        \14,000,000                                     落札

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2        \14,700,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3        \14,300,000                                     

㈱中川医療器械　代表取締役　中川　直実4                                                       辞退

ナレッジメディカル㈱　高岡営業所　代表取締
役社長　久湊　勝巳

5        \14,800,000                                     

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹6        \14,600,000                                     

丸文通商㈱　富山支店　取締役支店長　長　敏
浩

7        \15,050,000                                     

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

三和メディカル㈱　代表取締役　長原　謙二

（２）落札額 （税抜）        \14,000,000

（税込）        \15,400,000 うち消費税相当額         \1,400,000

（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

-24-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001572 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前11時10分

公立南砺中央病院心電図検査装置更新
件名

納入場所 公立南砺中央病院

納入期限 令和 3年11月12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         \7,250,000                                     

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2         \7,380,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3         \7,310,000                                     

ナレッジメディカル㈱　高岡営業所　代表取締
役社長　久湊　勝巳

4         \7,400,000                                     

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5         \7,430,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6         \6,980,000                                     落札

㈱ミタス　富山支店　支店長　向川　憲道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

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規明

（２）落札額 （税抜）         \6,980,000

（税込）         \7,678,000 うち消費税相当額           \698,000

（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

-25-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001627 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前11時10分

南砺市民病院汎用輸液ポンプ更新
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 令和 3年11月30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         \1,110,000                                     落札

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2         \1,260,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3         \1,200,000                                     

㈱中川医療器械　代表取締役　中川　直実4                                                       辞退

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

5         \1,188,000                                     

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

小野医療器㈱　代表取締役　小野　誠三

（２）落札額 （税抜）         \1,110,000

（税込）         \1,221,000 うち消費税相当額           \111,000

（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

-26-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001623 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前11時10分

南砺市民病院訪問診療用歯科ポータブルユニット更新
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 令和 3年10月29日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱ＡＤＩ．Ｇ　富山支店　支店長　佐伯　悌1                                                       辞退

小野医療器㈱　代表取締役　小野　誠三2           \980,000                                     

㈱佐波　富山支店　専務取締役　佐波　秀康3           \860,000                                     落札

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

4           \950,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

5           \980,000                                     

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

㈱佐波　富山支店　専務取締役　佐波　秀康

（２）落札額 （税抜）           \860,000

（税込）           \946,000 うち消費税相当額            \86,000

（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

-27-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001628 入札日時 令和 3年 9月 9日　　午前11時10分

特別養護老人ホームいなみ冷蔵庫購入
件名

納入場所 特別養護老人ホームいなみ

納入期限 令和 3年11月30日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈲浅田燃料店　代表取締役　浅田　裕二1         \1,700,000                                     落札

中越産業㈱　代表取締役　樋口　和博2         \1,720,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \1,750,000                                     

㈱ミヤシゲ　南砺営業所　所長　高城　忍4         \1,750,000                                     

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5         \1,780,000                                     

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

㈲浅田燃料店　代表取締役　浅田　裕二

（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

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-



 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年９月９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

　

　

　

安達建設㈱

3

中越興業㈱

73,700,000

円

73,790,000

(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。

円

110.00

1.4907

請 負
対 象 額

110.00

2
2

1

摘　要

1
81,070,000

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

順位

円円

南砺市　泉沢　地内

令和　４年　３月１８日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

令和３年度　　南砺市発注工事　　入札及び契約過程

小矢部川圏域総合流域防災事業　城端地域バイパス
水路整備その１０工事

第2021001663号建設維持課

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　９月　９日

まで

発 注 工 種

調 査
の 経 緯

落札　（採用）　金額(税込）
金　額

契 約 番 号消費税を含む額

円

72,002,907 65,457,189

円

81,191,000 73,810,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

1.4925
落札

　

　

　
81,169,000

　

　

　

　

　



総合評価方式工事

　

　

　

城管工業㈱

3

中越産業㈱

46,200,000

円

46,150,000

(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。

円

109.17

2.3655

請 負
対 象 額

108.33

1
2

1

摘　要

2

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

順位

円円

南砺市　梅野　地内

令和４年　３月１８日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

令和３年度　　南砺市発注工事　　入札及び契約過程

公立南砺中央病院１階水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ空調機更新工
事

第2021001648号公立南砺中央病院事務局総務課

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　９月　９日

まで

発 注 工 種

調 査
の 経 緯

落札　（採用）　金額(税込）
金　額

契 約 番 号消費税を含む額

円

46,653,585 42,412,350

円

50,930,000 46,300,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

2.3448
　

　

　

落札
50,765,000

　

　

　

　

　



総合評価方式工事

第2021001661号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３工事

　

　

　

㈱谷村電機工業

砺波カンパニー㈱

38,400,000

円

38,800,000

(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。

円

108.33

2.7920

請 負
対 象 額

107.50

2
2

1

摘　要

1
42,240,000

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

順位

円円

南砺市　縄蔵・出村　地内

令和４年　３月１８日

第　　　　２　　　　回

順位

工 事 場 所

金　額

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３工事

第2021001661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　９月　９日

まで

発 注 工 種

調 査
の 経 緯

落札　（採用）　金額(税込）
金　額

契 約 番 号消費税を含む額

円

38,012,813 34,557,103

円

42,691,000 38,810,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

2.7995
落札

　

　

　

　

　

　

　

　


