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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002318 入札日時 令和 3年12月10日　　午前10時00分

市道本江若竹住宅１０号線道路改良工事
件名

施行場所 南砺市　本江　地内

期間 令和 3年12月14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

㈲清水重建　代表取締役　清水　雅樹1         \6,300,000                                     落札

㈱神能工務店　代表取締役　神能　貴典2         \6,320,000                                     

寺西建設　代表　寺西　利典3         \6,350,000                                     

㈲丸八工業　代表取締役　笹嶋　和子4         \6,330,000                                     
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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）         \6,300,000

（税込）         \6,930,000 うち消費税相当額           \630,000

（３）予定価格 （税抜）         \6,373,000

（税込）         \7,010,300 うち消費税相当額           \637,300

（４）         \5,574,213低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \6,131,634 うち消費税相当額           \557,421

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　主事　窪　泰彰
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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 2021002323 入札日時 令和 3年12月10日　　午前10時00分

南砺市立南砺つばき学舎電気幹線設備等工事
件名

施行場所 南砺市　蛇喰　地内

期間 令和 3年12月14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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \7,600,000                                     落札

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \7,680,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3         \7,800,000                                     

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男4         \7,790,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之

（２）落札額 （税抜）         \7,600,000

（税込）         \8,360,000 うち消費税相当額           \760,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,808,000

（税込）         \8,588,800 うち消費税相当額           \780,800

（４）         \7,041,481低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,745,629 うち消費税相当額           \704,148

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　主事　窪　泰彰
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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 2021002275 入札日時 令和 3年12月10日　　午前10時00分

特環　汚水中継マンホールポンプ場遠方監視装置子局取替工事
件名

施行場所 南砺市　梅原・山見　地内

期間 令和 3年12月14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         \2,750,000                                     

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之2         \2,740,000                                     

㈱ティエスティテクノ　代表取締役　宅見　公
志

3         \2,760,000                                     

㈱デニム　代表取締役　長岡　健次4         \2,720,000                                     落札

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二5         \2,740,000                                     
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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）         \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）         \2,780,000

（税込）         \3,058,000 うち消費税相当額           \278,000

（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　主事　窪　泰彰
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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 2021002322 入札日時 令和 3年12月10日　　午前10時00分

南砺市道路台帳調製業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市一円

履行期限 令和 3年12月14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         \3,960,000                                     

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

2         \4,050,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \4,000,000                                     

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \3,900,000                                     落札

㈱北陸工営　代表取締役　林　安廣5         \4,000,000                                     

6                                                       

7                                                       
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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）         \3,900,000

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

（３）予定価格 （税抜）         \4,104,000

（税込）         \4,514,400 うち消費税相当額           \410,400

（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　主事　窪　泰彰
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契約締結の翌日


