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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002174 入札日時 令和 3年11月11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その２工事
件名

施行場所 南砺市　二日町　地内

期間 令和 3年11月15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

アルカスコーポレーション㈱　代表取締役　岩
崎　弥一

1         \8,260,000                                     

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔2         \8,255,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人3         \8,260,000                                     

㈲清水重建　代表取締役　清水　雅樹4         \8,250,000                                     落札

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈲清水重建　代表取締役　清水　雅樹

（２）落札額 （税抜）         \8,250,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \8,276,000

（税込）         \9,103,600 うち消費税相当額           \827,600

（４）         \7,613,920低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,375,312 うち消費税相当額           \761,392

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 2021002155 入札日時 令和 3年11月11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その６工事
件名

施行場所 南砺市　雨潜・三清西　地内

期間 令和 3年11月15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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　公一1        \16,130,000                                     

中越産業㈱　代表取締役　樋口　和博2        \16,120,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司3        \16,150,000                                     

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生4        \16,150,000                                     

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5        \16,100,000                                     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

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和

（２）落札額 （税抜）        \16,100,000

（税込）        \17,710,000 うち消費税相当額         \1,610,000

（３）予定価格 （税抜）        \16,160,000

（税込）        \17,776,000 うち消費税相当額         \1,616,000

（４）        \14,269,795低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \15,696,774 うち消費税相当額         \1,426,979

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 2021002162 入札日時 令和 3年11月11日　　午前10時00分

市道竹林宮後線舗装オーバーレイ工事
件名

施行場所 南砺市　東殿　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

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久1         \2,740,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一2         \2,720,000                                     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

㈱森組　代表取締役　森　雄一

（２）落札額 （税抜）         \2,720,000

（税込）         \2,992,000 うち消費税相当額           \272,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,765,000

（税込）         \3,041,500 うち消費税相当額           \276,500

（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
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002128 入札日時 令和 3年11月11日　　午前10時00分

相倉合掌造り集落格納庫改修工事
件名

施行場所 南砺市　相倉　地内

期間 令和 3年11月15日　から　令和 3年12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

荒井建設合資会社　代表社員　荒井　昇1         \3,460,000                                     

㈱池田組　代表取締役　池田　庄治2         \3,450,000                                     落札

㈱髙清組　代表取締役　髙田　裕之3         \3,460,000                                     

谷畠建設㈱　代表取締役　谷畠　一吉4         \3,460,000                                     

㈱中村組　代表取締役　中村　義之5         \3,465,000                                     

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）         \3,450,000

（税込）         \3,795,000 うち消費税相当額           \345,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,470,000

（税込）         \3,817,000 うち消費税相当額           \347,000

（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 2021002093 入札日時 令和 3年11月11日　　午前10時00分

南砺市立保育園　優先駐車場スペース設置工事
件名

施行場所 南砺市　理休　地内ほか

期間 令和 3年11月15日　から　令和 3年12月27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         \2,930,000                                     

中部交通標識㈱　砺波営業所　所長　葭田　克2         \2,945,000                                     

富美道路㈱　代表取締役　川原　和弘3         \2,900,000                                     落札

日本海興発㈱　南砺営業所　所長　渡辺　博4         \2,940,000                                     

北陸道路標識㈱　代表取締役　河合　信輔5         \2,940,000                                     

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

富美道路㈱　代表取締役　川原　和弘

（２）落札額 （税抜）         \2,900,000

（税込）         \3,190,000 うち消費税相当額           \290,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,960,000

（税込）         \3,256,000 うち消費税相当額           \296,000

（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 2021002158 入札日時 令和 3年11月11日　　午前10時00分

下水道事業　南砺市一円マンホールポンプ場遠方監視装置LTE化修繕工事
件名

施行場所 南砺市一円

期間 令和 3年11月15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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \1,670,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \1,690,000                                     

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

3         \1,680,000                                     

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次4         \1,660,000                                     

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

5         \1,650,000                                     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

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　泰久

（２）落札額 （税抜）         \1,650,000

（税込）         \1,815,000 うち消費税相当額           \165,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,700,000

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

（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 2021002159 入札日時 令和 3年11月11日　　午前10時00分

福野産業文化会館周辺樹木剪定伐採工事
件名

施行場所 南砺市　二日町　地内

期間 令和 3年11月15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

梅本建設工業㈱　代表取締役　梅本　大輔1         \1,857,000                                     

川田工業㈱　代表取締役社長　川田　忠裕2                                                       辞退

㈲サカタニ造園土木　代表取締役　中島　新治3         \1,840,000                                     落札

㈲新樹造園　代表取締役　森松　良和4         \1,860,000                                     

雅環境造形　代表　河合　崇行5         \1,850,000                                     

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

㈲サカタニ造園土木　代表取締役　中島　新治

（２）落札額 （税抜）         \1,840,000

（税込）         \2,024,000 うち消費税相当額           \184,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,878,000

（税込）         \2,065,800 うち消費税相当額           \187,800

（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 2021002145 入札日時 令和 3年11月11日　　午前10時00分

井口体験交流センターゆ～ゆうランド花椿源泉揚湯管洗浄工事
件名

施行場所 南砺市　川上中　地内

期間 令和 3年11月15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

㈱エオネックス　代表取締役　市山　勉1         \1,240,000                                     落札

ダイチ㈱　代表取締役　田中　洋一郎2         \1,380,000                                     

㈱日東　南砺支店　支店長　加藤　仁3         \1,430,000                                     

㈲早川さく泉工業所　代表取締役　早川　節夫4                                                       辞退

㈱宮村ボーリング　代表取締役　宮村　光宏5         \1,430,000                                     

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

㈱エオネックス　代表取締役　市山　勉

（２）落札額 （税抜）         \1,240,000

（税込）         \1,364,000 うち消費税相当額           \124,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,450,000

（税込）         \1,595,000 うち消費税相当額           \145,000

（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 2021002055 入札日時 令和 3年11月11日　　午前10時00分

特環下水道事業　粲明浄化センター汚泥処理機器取替工事
件名

施行場所 南砺市　下梨　地内

期間 令和 3年11月15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         \4,280,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司2         \4,275,000                                     

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \4,260,000                                     落札

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳4         \4,268,000                                     

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \4,270,000                                     

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）         \4,260,000

（税込）         \4,686,000 うち消費税相当額           \426,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,290,000

（税込）         \4,719,000 うち消費税相当額           \429,000

（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 2021002024 入札日時 令和 3年11月11日　　午前10時00分

農業集落排水事業　下梨処理施設機器更新工事
件名

施行場所 南砺市　下梨　地内

期間 令和 3年11月15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         \3,160,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司2         \3,160,000                                     

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \3,140,000                                     

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳4         \3,120,000                                     落札

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \3,145,000                                     

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

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳

（２）落札額 （税抜）         \3,120,000

（税込）         \3,432,000 うち消費税相当額           \312,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,170,000

（税込）         \3,487,000 うち消費税相当額           \317,000

（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 2021002123 入札日時 令和 3年11月11日　　午前10時40分

市道南砺井波城端線雪囲い設置撤去業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　山見・坪野　地内

履行期限 令和 3年11月15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

㈲才川造園土木　代表取締役　才川　千明1           \729,000                                     落札

㈲サカタニ造園土木　代表取締役　中島　新治2           \730,000                                     

㈲新樹造園　代表取締役　森松　良和3           \732,000                                     

㈱福光石工　代表取締役　常本　幸晴4           \734,000                                     

雅環境造形　代表　河合　崇行5           \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

㈲才川造園土木　代表取締役　才川　千明

（２）落札額 （税抜）           \729,000

（税込）           \801,900 うち消費税相当額            \72,900

（３）予定価格 （税抜）           \739,000

（税込）           \812,900 うち消費税相当額            \73,900

（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

-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 2021002104 入札日時 令和 3年11月11日　　午前10時40分

南砺市立小中義務教育学校実物投影機等購入
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

㈱インターウェブ　代表取締役　北村　孝志1         \5,950,000                                     

㈱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

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

3                                                       辞退

㈱トヤマデータセンター　高岡支店　支店長　
長沢　和彦

4         \6,658,600                                     

西日本電信電話㈱　富山支店　支店長　宮﨑　
俊之

5         \5,800,000                                     落札

ＮＥＳ㈱　代表取締役社長　成川　和彦6                                                       辞退

山本紙茶店　代表　山本　均7         \5,880,000                                     

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

西日本電信電話㈱　富山支店　支店長　宮﨑　俊之

（２）落札額 （税抜）         \5,800,000

（税込）         \6,380,000 うち消費税相当額           \580,000

（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

-12-



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002164 入札日時 令和 3年11月11日　　午前10時40分

３歳児健診視覚検査機器購入
件名

納入場所 南砺市福光保健センター

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

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

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

2         \1,080,000                                     

鶴居薬品工業㈱　代表取締役　浅間　宏志3                                                       辞退

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫4         \1,005,000                                     

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

5         \1,100,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

三和メディカル㈱　代表取締役　長原　謙二

（２）落札額 （税抜）         \1,000,000

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

（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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