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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002012 入札日時 令和 3年10月25日　　午前10時00分

五箇山荘屋根修繕工事
件名

施行場所 南砺市　田向　地内

期間 令和 3年10月27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         \1,970,000                                     

㈱荒木板金工業所　代表取締役　荒木　敏夫2         \2,000,000                                     

中越興業㈱　代表取締役　山下　博3         \1,980,000                                     

㈱長田組　代表取締役　長田　一政4         \1,950,000                                     落札

㈲山田建装　代表取締役　山田　賢史5         \2,000,000                                     

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

㈱長田組　代表取締役　長田　一政

（２）落札額 （税抜）         \1,950,000

（税込）         \2,145,000 うち消費税相当額           \195,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,020,000

（税込）         \2,222,000 うち消費税相当額           \202,000

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002001 入札日時 令和 3年10月25日　　午前10時00分

いなみ木彫りの里テニスコート照明灯修繕工事
件名

施行場所 南砺市　北川　地内

期間 令和 3年10月27日　から　令和 4年 1月 7日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次1         \2,728,000                                     

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔2         \2,700,000                                     落札

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子3         \2,730,000                                     

森田電器　代表　森田　良一4         \2,720,000                                     

㈲森田電気商会　代表取締役　森田　松司5         \2,720,000                                     

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

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔

（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）         \2,736,000

（税込）         \3,009,600 うち消費税相当額           \273,600

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001987 入札日時 令和 3年10月25日　　午前10時00分

農業集落排水事業　池川・利波川処理施設非常用発電機修繕工事
件名

施行場所 南砺市　北野　地内

期間 令和 3年10月27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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎1         \1,082,000                                     

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

2         \1,070,000                                     

㈱日東　南砺支店　支店長　加藤　仁3         \1,082,000                                     

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳4         \1,062,000                                     

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \1,055,000                                     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

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣

（２）落札額 （税抜）         \1,055,000

（税込）         \1,160,500 うち消費税相当額           \105,500

（３）予定価格 （税抜）         \1,093,000

（税込）         \1,202,300 うち消費税相当額           \109,300

（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
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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 2021001992 入札日時 令和 3年10月25日　　午前10時00分

南砺市立小中学校駐車場障害者等用駐車スペース設置工事
件名

施行場所 南砺市　井波　地内ほか

期間 令和 3年10月27日　から　令和 3年12月13日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

北日本道路企画㈱　代表取締役　山本　恵美子1         \3,620,000                                     

中部交通標識㈱　砺波営業所　所長　葭田　克2         \3,635,000                                     

富美道路㈱　代表取締役　川原　和弘3         \3,620,000                                     

日本海興発㈱　南砺営業所　所長　渡辺　博4         \3,640,000                                     

北陸道路標識㈱　代表取締役　河合　信輔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

北陸道路標識㈱　代表取締役　河合　信輔

（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）         \3,650,000

（税込）         \4,015,000 うち消費税相当額           \365,000

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021001973 入札日時 令和 3年10月25日　　午前10時00分

特定環境保全公共下水道事業　上梨浄化センターNo.1雑排水ポンプ取替工事
件名

施行場所 南砺市　上梨　地内

期間 令和 3年10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

㈱アースクリーン２１　代表取締役　原田　義
夫

1         \3,920,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司2         \3,925,000                                     

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \3,900,000                                     落札

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳4         \3,910,000                                     

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \3,915,000                                     

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）         \3,900,000

（税込）         \4,290,000 うち消費税相当額           \390,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,930,000

（税込）         \4,323,000 うち消費税相当額           \393,000

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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契約締結の翌日
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002009 入札日時 令和 3年10月25日　　午前10時00分

相倉集落農業兼防災用貯水槽堆積土砂除去業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　見座　地内

履行期限 令和 3年10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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治1           \820,000                                     落札

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之2           \830,000                                     

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉3           \825,000                                     

㈱出島組　代表取締役　出島　武晴4           \835,000                                     

㈱長田組　代表取締役　長田　一政5           \830,000                                     

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

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治

（２）落札額 （税抜）           \820,000

（税込）           \902,000 うち消費税相当額            \82,000

（３）予定価格 （税抜）           \840,000

（税込）           \924,000 うち消費税相当額            \84,000

（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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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002016 入札日時 令和 3年10月25日　　午前10時20分

南砺市立南砺つばき学舎児童生徒用机・イス購入
件名

納入場所 南砺市立南砺つばき学舎

納入期限 令和 3年12月27日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱加藤建材　代表取締役　加藤　考一1         \2,650,000                                     

合同会社髙文堂書店　代表社員　高坂　武2                                                       辞退

第一プロデュース㈱　代表取締役　釋永　一男3                                                       辞退

㈲苗加インテリア　代表取締役　苗加　哲弘4                                                       辞退

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

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

山本紙茶店　代表　山本　均7         \2,500,000                                     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

山本紙茶店　代表　山本　均

（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

非公開

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002017 入札日時 令和 3年10月25日　　午前10時20分

南砺市立南砺つばき学舎ランチルームテーブル等購入
件名

納入場所 南砺市立南砺つばき学舎

納入期限 令和 3年12月27日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱加藤建材　代表取締役　加藤　考一1         \3,000,000                                     

合同会社髙文堂書店　代表社員　高坂　武2                                                       辞退

第一プロデュース㈱　代表取締役　釋永　一男3                                                       辞退

㈲苗加インテリア　代表取締役　苗加　哲弘4                                                       辞退

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

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

山本紙茶店　代表　山本　均7         \2,880,000                                     落札

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

山本紙茶店　代表　山本　均

（２）落札額 （税抜）         \2,880,000

（税込）         \3,168,000 うち消費税相当額           \288,000

（３）予定価格

非公開

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002013 入札日時 令和 3年10月25日　　午前10時20分

南砺市民病院車椅子入浴装置更新
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 令和 3年12月28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         \2,470,000                                     

㈱サンテクノ　代表取締役　奥村　庄三2                                                       辞退

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

3         \2,600,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫4         \3,000,000                                     

㈱中川医療器械　代表取締役　中川　直実5         \2,400,000                                     落札

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6         \2,640,000                                     

㈱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

㈱中川医療器械　代表取締役　中川　直実

（２）落札額 （税抜）         \2,400,000

（税込）         \2,640,000 うち消費税相当額           \240,000

（３）予定価格

非公開

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002011 入札日時 令和 3年10月25日　　午前10時20分

南砺市民病院聴力検査装置更新
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 令和 3年12月28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         \1,120,000                                     落札

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2         \1,190,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫3         \1,189,000                                     

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         \1,210,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

5         \1,198,000                                     

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）         \1,120,000

（税込）         \1,232,000 うち消費税相当額           \112,000

（３）予定価格

非公開

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名 総務部財政課契約検査係　主幹　荒井　清志

立会者職氏名 総務部財政課契約検査係　副主幹　近藤　隆洋

IP54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002025 入札日時 令和 3年10月25日　　午前10時20分

コミュニティ助成事業 消防団活動（ＡＥＤ訓練）備品購入
件名

納入場所 南砺市防災センター

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           \970,000           \880,000                   落札

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2           \986,000           \920,000                   

㈱トミキライフケア　高岡支店　支店長　波多
　豊

3           \990,000                                     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

4         \1,010,000           \945,000                   

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

5           \998,000           \910,000                   

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）           \880,000

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

（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
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002021 入札日時 令和 3年10月25日　　午前10時20分

井波総合文化センターほかネット配信用機材購入
件名

納入場所 井波総合文化センターほか

納入期限 令和 4年 1月14日

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         \6,680,000                                     

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

2         \6,780,000                                     

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二3         \6,690,000                                     

ふくみつでんき㈱　代表取締役　堀田　敏浩4         \6,800,000                                     

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔5         \6,600,000                                     落札

㈱山田事務機　代表取締役　山田　孝6         \6,850,000                                     

山本紙茶店　代表　山本　均7         \6,850,000                                     

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

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔

（２）落札額 （税抜）         \6,600,000

（税込）         \7,260,000 うち消費税相当額           \660,000

（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
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