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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001799 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時00分

道路メンテナンス事業　市道石黒北山田線末草橋上部補修工事
件名

施行場所 南砺市　川西　地内

期間 令和 3年 9月28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

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊1        \14,700,000                                     落札

㈱丸泉　代表取締役　石崎　功2        \14,720,000                                     

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

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊

（２）落札額 （税抜）        \14,700,000

（税込）        \16,170,000 うち消費税相当額         \1,470,000

（３）予定価格 （税抜）        \14,760,000

（税込）        \16,236,000 うち消費税相当額         \1,476,000

（４）        \12,748,820低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \14,023,702 うち消費税相当額         \1,274,882

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 2021001704 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時00分

道の駅利賀移転改修工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村　地内

期間 契約締結の翌日　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

㈱野原組　代表取締役　野原　宏史1         \8,650,000                                     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

㈱野原組　代表取締役　野原　宏史

（２）落札額 （税抜）         \8,650,000

（税込）         \9,515,000 うち消費税相当額           \865,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,692,000

（税込）         \9,561,200 うち消費税相当額           \869,200

（４）         \7,829,623低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,612,585 うち消費税相当額           \782,962

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 2021001828 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時00分

団体営林道整備事業　林道日尾線改良工事
件名

施行場所 南砺市　利賀村上百瀬　地内

期間 令和 3年 9月28日　から　令和 4年 3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

越飛建設㈱　代表取締役　中河　公伸1        \12,800,000                                     

野原建設㈱　代表取締役　野原　一司2        \12,750,000                                     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

野原建設㈱　代表取締役　野原　一司

（２）落札額 （税抜）        \12,750,000

（税込）        \14,025,000 うち消費税相当額         \1,275,000

（３）予定価格 （税抜）        \12,820,000

（税込）        \14,102,000 うち消費税相当額         \1,282,000

（４）        \11,240,040低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \12,364,044 うち消費税相当額         \1,124,004

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 2021001732 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道二日町線産業廃棄物運搬処理工事
件名

施行場所 南砺市　二日町　地内

期間 令和 3年 9月28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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \8,230,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \8,230,000                                     

㈲清水重建　代表取締役　清水　雅樹3         \8,200,000                                     落札

東洋道路興業㈱　代表取締役　山田　達雄4         \8,220,000                                     

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

㈲清水重建　代表取締役　清水　雅樹

（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）         \8,250,000

（税込）         \9,075,000 うち消費税相当額           \825,000

（４）         \7,590,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,349,000 うち消費税相当額           \759,000

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001771 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時00分

特定環境保全公共下水道事業　マンホールポンプ更新工事
件名

施行場所 南砺市　本江　地内ほか

期間 令和 3年 9月28日　から　令和 4年 2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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1        \15,900,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2        \15,900,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3        \15,840,000                                     

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二4        \15,950,000                                     

ふくみつでんき㈱　代表取締役　堀田　敏浩5        \15,900,000                                     

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男6        \15,980,000                                     

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔7        \15,860,000                                     

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

8        \15,800,000                                     落札

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

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　泰久

（２）落札額 （税抜）        \15,800,000

（税込）        \17,380,000 うち消費税相当額         \1,580,000

（３）予定価格 （税抜）        \16,030,000

（税込）        \17,633,000 うち消費税相当額         \1,603,000

（４）        \14,427,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \15,869,700 うち消費税相当額         \1,442,700

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-

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 2021001794 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時00分

市道高宮川上中線配水管更新工事
件名

施行場所 南砺市　井口　地内

期間 令和 3年 9月28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         \9,280,000                                     

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

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \9,330,000                                     

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生4         \9,250,000                                     落札

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5         \9,350,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生

（２）落札額 （税抜）         \9,250,000

（税込）        \10,175,000 うち消費税相当額           \925,000

（３）予定価格 （税抜）         \9,390,000

（税込）        \10,329,000 うち消費税相当額           \939,000

（４）         \8,258,394低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \9,084,233 うち消費税相当額           \825,839

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 2021001780 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時00分

上百瀬体験学習集会施設解体工事
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12月10日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈲昭信機工　代表取締役　長谷　学1        \21,570,000                                     

野原建設㈱　代表取締役　野原　一司2        \21,500,000                                     落札

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之3        \21,550,000                                     

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

野原建設㈱　代表取締役　野原　一司

（２）落札額 （税抜）        \21,500,000

（税込）        \23,650,000 うち消費税相当額         \2,150,000

（３）予定価格 （税抜）        \21,600,000

（税込）        \23,760,000 うち消費税相当額         \2,160,000

（４）        \19,690,339低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \21,659,372 うち消費税相当額         \1,969,033

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 2021001685 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時00分

道路メンテナンス事業　市道千福中尾線新上津見橋補修工事
件名

施行場所 南砺市　上見　地内

期間 令和 3年 9月28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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \4,100,000                                     

大窪建設㈱　代表取締役　久保　武彦2         \4,130,000                                     

㈱健名組　代表取締役　健名　智博3         \4,140,000                                     

中越興業㈱　代表取締役　山下　博4         \4,080,000                                     落札

つくばね建設㈱　代表取締役　谷口　幸大5         \4,140,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

中越興業㈱　代表取締役　山下　博

（２）落札額 （税抜）         \4,080,000

（税込）         \4,488,000 うち消費税相当額           \408,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,147,000

（税込）         \4,561,700 うち消費税相当額           \414,700

（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

-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 2021001765 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時00分

福光美術館ホール照明器具更新工事
件名

施行場所 南砺市　法林寺　地内

期間 令和 3年 9月28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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎1         \2,280,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \2,200,000                                     落札

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治3         \2,288,000                                     

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

4         \2,270,000                                     

森田電器　代表　森田　良一5         \2,250,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人

（２）落札額 （税抜）         \2,200,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \2,289,000

（税込）         \2,517,900 うち消費税相当額           \228,900

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-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 2021001778 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時00分

福野文化創造センターエントランス屋上防水改修工事
件名

施行場所 南砺市　やかた　地内

期間 令和 3年 9月28日　から　令和 3年12月10日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔1         \3,660,000                                     落札

大塚塗装㈱　代表取締役　大塚　正樹2         \3,700,000                                     

㈲大西塗装工業　代表取締役　大西　充洋3         \3,710,000                                     

川田工業㈱　代表取締役社長　川田　忠裕4                                                       辞退

㈱藤井組　代表取締役社長　藤井　秀之5         \3,680,000                                     

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

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔

（２）落札額 （税抜）         \3,660,000

（税込）         \4,026,000 うち消費税相当額           \366,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,729,000

（税込）         \4,101,900 うち消費税相当額           \372,900

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-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 2021001783 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時00分

特環下水道事業　粲明浄化センター汚泥脱水機器取替工事
件名

施行場所 南砺市　下梨　地内

期間 令和 3年 9月28日　から　令和 4年 1月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱アースクリーン２１　代表取締役　原田　義
夫

1         \1,955,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司2         \1,958,000                                     

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \1,940,000                                     落札

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳4         \1,950,000                                     

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \1,950,000                                     

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）         \1,940,000

（税込）         \2,134,000 うち消費税相当額           \194,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,960,000

（税込）         \2,156,000 うち消費税相当額           \196,000

（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 2021001809 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時45分

市道野尻古村12号線道路設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　野尻古村　地内

履行期限 令和 3年 9月28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         \2,420,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \2,450,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \2,400,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \2,450,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣5         \2,380,000                                     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）         \2,380,000

（税込）         \2,618,000 うち消費税相当額           \238,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,497,000

（税込）         \2,746,700 うち消費税相当額           \249,700

（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 2021001570 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時45分

南砺市立保育園定期清掃業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　理休　地内ほか

履行期限 令和 3年 9月28日　から　令和 4年 3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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \3,560,000                                     

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学2         \3,545,000                                     落札

㈲オダビルサービス　代表取締役　織田　清信3         \3,555,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4         \3,550,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司5         \3,560,000                                     

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

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学

（２）落札額 （税抜）         \3,545,000

（税込）         \3,899,500 うち消費税相当額           \354,500

（３）予定価格 （税抜）         \3,564,000

（税込）         \3,920,400 うち消費税相当額           \356,400

（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 2021001703 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時45分

公共下水道・農業集落排水事業　下水道伏越管路調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　八幡　地内ほか

履行期限 令和 3年 9月28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

㈱アースクリーン２１　代表取締役　原田　義
夫

1         \1,050,000                                     

クリーン産業㈱　代表取締役　針田　正尚2         \1,060,000                                     

㈱高岡市衛生公社　代表取締役社長　島　小一3         \1,040,000                                     

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二4         \1,030,000                                     落札

㈱陽光興産　代表取締役　赤尾　固5         \1,060,000                                     

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

日本環境クリーン㈱　代表取締役　木下　裕二

（２）落札額 （税抜）         \1,030,000

（税込）         \1,133,000 うち消費税相当額           \103,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,068,000

（税込）         \1,174,800 うち消費税相当額           \106,800

（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

-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 2021001749 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時45分

南砺市役所公用車購入
件名

納入場所 南砺市役所財政課

納入期限 令和 3年12月17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         \1,430,000                                     

㈱オヤマ自動車　代表取締役　尾山　洋一2         \1,566,000                                     

㈱ビックモーター石崎　代表取締役　石崎　忠
和

3         \1,368,000                                     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

㈱ビックモーター石崎　代表取締役　石崎　忠和

（２）落札額 （税抜）         \1,368,000

（税込）         \1,504,800 うち消費税相当額           \136,800

（３）予定価格

非公開

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180

-15-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001657 入札日時 令和 3年 9月24日　　午前10時45分

南砺市立小中義務教育学校電子黒板等購入
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

㈱インテック　行政システム事業本部　本部長
　谷口　庄一郎

1                                                       辞退

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

2                                                       辞退

㈱トヤマデータセンター　高岡支店　支店長　
長沢　和彦

3                                                       辞退

西日本電信電話㈱　富山支店　支店長　宮﨑　
俊之

4        \15,441,000                                     落札

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

三谷産業㈱　情報システム事業部　執行役員事
業部長　深堀　俊彰

6        \21,983,000                                     

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

西日本電信電話㈱　富山支店　支店長　宮﨑　俊之

（２）落札額 （税抜）        \15,441,000

（税込）        \16,985,100 うち消費税相当額         \1,544,100

（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９月２４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

　

　

　

4

アルカスコーポレーション㈱

3

31,100,000

梅本建設工業㈱

31,660,000

31,650,000

円

31,630,000

(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

3.4515

請 負
対 象 額

110.00

4
2

1

摘　要

2

順位

工 期

金　額

第　　　　１　　　　回

順位

円円

南砺市　福野　地内

令和３年　３月２８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

社会資本整備総合交付金事業
都市計画道路松原柴田屋線改良その１１工事

第2021001761号建設整備課

消費税を除く額

指名の理由

契約方法

調 査
基準価格

土木一式
入札日時 午前１０時００分

南砺市建設工事条件付一般競争入札要領に基づく

条件付一般競争入札
令和３年　９月２４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

30,838,911 28,035,374

円

34,837,000 31,670,000

所 属

工 事 名

金　額順位
商　号　又　は　名　称

3.4744

34,210,000

3.4755
　

落札

　

　

3.4833

　
110.00

108.33

　

　

　

　

3

1

笹嶋工業㈱

東洋道路興業㈱


