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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002250 入札日時 令和 3年11月26日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　都市計画道路荒木線消雪配管工事
件名

施行場所 南砺市　荒木　地内

期間 令和 3年11月30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

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志1        \10,480,000                                     

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治2        \10,450,000                                     落札

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久3        \10,500,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4        \10,460,000                                     

㈱森組　代表取締役　森　雄一5        \10,500,000                                     

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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治

（２）落札額 （税抜）        \10,450,000

（税込）        \11,495,000 うち消費税相当額         \1,045,000

（３）予定価格 （税抜）        \10,570,000

（税込）        \11,627,000 うち消費税相当額         \1,057,000

（４）         \9,265,810低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \10,192,391 うち消費税相当額           \926,581

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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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 2021002189 入札日時 令和 3年11月26日　　午前10時00分

農業集落排水事業　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30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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \1,010,000                                     

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

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

3         \1,015,000                                     

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次4           \990,000                                     落札

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二5         \1,000,000                                     

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

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次

（２）落札額 （税抜）           \990,000

（税込）         \1,089,000 うち消費税相当額            \99,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,020,000

（税込）         \1,122,000 うち消費税相当額           \102,000

（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
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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 2021002239 入札日時 令和 3年11月26日　　午前10時00分

特定環境保全公共下水道事業　平地区浄化センター機器修繕工事
件名

施行場所 南砺市　下梨・上梨　地内

期間 令和 3年11月30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         \4,235,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司2         \4,237,000                                     

日環計量管理㈱　代表取締役　嶋田　仁司3         \4,220,000                                     落札

北陸藤吉工業㈱　南砺支店　支店長　斉藤　淳4         \4,230,000                                     

ライフサービス㈱　代表取締役　橋場　正臣5         \4,236,000                                     

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）         \4,220,000

（税込）         \4,642,000 うち消費税相当額           \422,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,240,000

（税込）         \4,664,000 うち消費税相当額           \424,000

（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
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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 2021002205 入札日時 令和 3年11月26日　　午前10時00分

市道坂下閑乗寺線ほか道路台帳修正業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　井波　地内

履行期限 令和 3年11月30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           \610,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2           \620,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3           \620,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4           \600,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣5           \620,000                                     

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

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏

（２）落札額 （税抜）           \600,000

（税込）           \660,000 うち消費税相当額            \60,000

（３）予定価格 （税抜）           \637,000

（税込）           \700,700 うち消費税相当額            \63,700

（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
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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 2021002251 入札日時 令和 3年11月26日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道高堀太美山線田中交差点道路台帳修正業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　田中・荒木　地内

履行期限 令和 3年11月30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           \500,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2           \510,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3           \480,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4           \500,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣5           \500,000                                     

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）           \480,000

（税込）           \528,000 うち消費税相当額            \48,000

（３）予定価格 （税抜）           \514,000

（税込）           \565,400 うち消費税相当額            \51,400

（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 2021002211 入札日時 令和 3年11月26日　　午前10時00分

南砺市市庁舎前駐車場整備測量概略設計業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　荒木　地内

履行期限 令和 3年11月30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

アースコンサルタント㈱　代表取締役　中川　
一男

1         \3,500,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \3,500,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \3,300,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \3,450,000                                     

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣5         \3,500,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱宏和　代表取締役　堀　英男

（２）落札額 （税抜）         \3,300,000

（税込）         \3,630,000 うち消費税相当額           \330,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,569,000

（税込）         \3,925,900 うち消費税相当額           \356,900

（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
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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 2021002210 入札日時 令和 3年11月26日　　午前10時00分

市道理休１号線物件調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　理休　地内

履行期限 令和 3年11月30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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

1         \1,050,000                                     落札

北建コンサル㈱　南砺支店　支店長　鷲北　慎
一

2         \1,100,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \1,070,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \1,070,000                                     

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \1,080,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織田　茂雄

（２）落札額 （税抜）         \1,050,000

（税込）         \1,155,000 うち消費税相当額           \105,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,110,000

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

（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

-7-

契約締結の翌日
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002233 入札日時 令和 3年11月26日　　午前10時00分

オゾン除菌脱臭器購入
件名

納入場所 南砺市立井波小学校ほか

納入期限 令和 4年 1月 7日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

イケダスポーツ　代表者　池田　利夫1         \4,200,000                                     

第一レンタル㈱　代表取締役　釋永　一男2         \4,129,500                                     落札

台蔵教育機器　台蔵　浩3                                                       辞退

鶴居薬品工業㈱　代表取締役　浅間　宏志4                                                       辞退

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二5                                                       辞退

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔6         \7,040,000                                     

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

第一レンタル㈱　代表取締役　釋永　一男

（２）落札額 （税抜）         \4,129,500

（税込）         \4,542,450 うち消費税相当額           \412,950

（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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