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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002386 入札日時 令和 3年12月27日　　午前10時00分

公立南砺中央病院無停電電源装置更新工事
件名

施行場所 南砺市　梅野　地内

期間 令和 4年 1月 4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        \21,990,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2        \21,000,000                                     落札

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3        \21,740,000                                     

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二4        \22,000,000                                     

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男5        \21,560,000                                     

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔6                                                       辞退

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）        \21,000,000

（税込）        \23,100,000 うち消費税相当額         \2,100,000

（３）予定価格 （税抜）        \22,000,000

（税込）        \24,200,000 うち消費税相当額         \2,200,000

（４）        \19,780,000低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \21,758,000 うち消費税相当額         \1,978,000

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

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 2021002408 入札日時 令和 3年12月27日　　午前10時00分

福野文化創造センターホールプロジェクター設置工事
件名

施行場所 南砺市　やかた　地内

期間 令和 4年 1月 5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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \7,620,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \7,500,000                                     落札

南砺電気㈱　代表取締役　木本　裕二3         \7,620,000                                     

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

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人

（２）落札額 （税抜）         \7,500,000

（税込）         \8,250,000 うち消費税相当額           \750,000

（３）予定価格 （税抜）         \7,629,000

（税込）         \8,391,900 うち消費税相当額           \762,900

（４）         \6,885,844低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \7,574,428 うち消費税相当額           \688,584

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

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 2021002364 入札日時 令和 3年12月27日　　午前10時00分

３災３０１０ほか小又地区農地・水路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　小又　地内

期間 令和 4年 1月 4日　から　令和 4年 3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

㈱石田組　代表取締役　石田　一郎1         \5,150,000                                     

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸2         \5,200,000                                     

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志3         \5,220,000                                     

田中組　代表者　田中　勲4         \5,180,000                                     

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊5         \5,200,000                                     

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安6         \5,100,000                                     落札

㈱福光組　代表取締役　渡邊　秀一7         \5,240,000                                     

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

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安

（２）落札額 （税抜）         \5,100,000

（税込）         \5,610,000 うち消費税相当額           \510,000

（３）予定価格 （税抜）         \5,259,000

（税込）         \5,784,900 うち消費税相当額           \525,900

（４）         \4,576,277低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \5,033,904 うち消費税相当額           \457,627

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

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 2021002373 入札日時 令和 3年12月27日　　午前10時00分

３災３００７ほか小二又地区農地・水路災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　小二又　地内

期間 令和 4年 1月 4日　から　令和 4年 3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

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸1         \3,920,000                                     落札

㈲浦山重機　代表取締役　浦山　昭雄2         \3,930,000                                     

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志3         \3,940,000                                     

立野原建設㈱　代表取締役社長　秀永　欣亮4         \3,930,000                                     

㈱松本建材　代表取締役　松本　一総5         \3,935,000                                     

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

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸

（２）落札額 （税抜）         \3,920,000

（税込）         \4,312,000 うち消費税相当額           \392,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,943,000

（税込）         \4,337,300 うち消費税相当額           \394,300

（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

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 2021002360 入札日時 令和 3年12月27日　　午前10時00分

３災３００９小又地区農地災害復旧工事
件名

施行場所 南砺市　小又　地内

期間 令和 4年 1月 4日　から　令和 4年 3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

㈱石田組　代表取締役　石田　一郎1         \1,870,000                                     

上坂建設㈱　代表取締役　上坂　英伸2         \1,880,000                                     

田中組　代表者　田中　勲3         \1,870,000                                     

㈱土居建設　代表取締役　土居　憲俊4         \1,860,000                                     

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安5         \1,840,000                                     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

土山建設㈱　代表取締役　前寺　基安

（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）         \1,883,000

（税込）         \2,071,300 うち消費税相当額           \188,300

（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

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 2021002394 入札日時 令和 3年12月27日　　午前10時25分

市道七ツ屋荒木町線ほか街路樹剪定業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　やかた　地内ほか

履行期限 令和 4年 1月 4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

清沢造園㈱　南砺営業所　所長　大岩　寛之1           \948,000                                     

㈲サカタニ造園土木　代表取締役　中島　新治2           \935,000                                     

㈲新樹造園　代表取締役　森松　良和3           \940,000                                     

㈱福光石工　代表取締役　常本　幸晴4           \945,000                                     

雅環境造形　代表　河合　崇行5           \930,000                                     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

雅環境造形　代表　河合　崇行

（２）落札額 （税抜）           \930,000

（税込）         \1,023,000 うち消費税相当額            \93,000

（３）予定価格 （税抜）           \950,000

（税込）         \1,045,000 うち消費税相当額            \95,000

（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

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 2021002349 入札日時 令和 3年12月27日　　午前10時25分

日赤災害救援車配備事業　日赤車輌購入
件名

納入場所 南砺市城端市民センター

納入期限 令和 4年 3月25日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱オヤマ自動車　代表取締役　尾山　洋一1         \1,484,000                                     

㈱ビックモーター石崎　代表取締役　石崎　忠
和

2         \1,397,000                                     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

㈱ビックモーター石崎　代表取締役　石崎　忠和

（２）落札額 （税抜）         \1,397,000

（税込）         \1,536,700 うち消費税相当額           \139,700

（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 2021002397 入札日時 令和 3年12月27日　　午前10時25分

南砺市立小中義務教育学校オンライン授業用機器等購入
件名

納入場所 南砺市立井波小学校ほか

納入期限 令和 4年 2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

㈱インターウェブ　代表取締役　北村　孝志1                                                       辞退

㈱インテック　行政システム事業本部　本部長
　谷口　庄一郎

2        \10,223,100                                     

㈱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                                                       辞退

西日本電信電話㈱　富山支店　支店長　宮﨑　
俊之

5         \7,000,000                                     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         \8,400,000                                     

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）         \7,000,000

（税込）         \7,700,000 うち消費税相当額           \700,000

（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 2021002389 入札日時 令和 3年12月27日　　午前10時25分

理科教育設備整備費等補助金事業　理科等教育教材備品購入
件名

納入場所 南砺市立城端小学校ほか

納入期限 令和 4年 3月18日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈲あゆみ教材社　代表取締役　若﨑　三千代1                                                       辞退

㈱片村書店　代表取締役　片村　喜久子2                                                       辞退

合同会社髙文堂書店　代表社員　高坂　武3                                                       辞退

台蔵教育機器　台蔵　浩4         \2,149,000                                     落札

鶴居薬品工業㈱　代表取締役　浅間　宏志5                                                       辞退

㈲ネスト　南砺支店　支店長　清沢　伸之6                                                       辞退

山本紙茶店　代表　山本　均7         \2,300,000                                     

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

台蔵教育機器　台蔵　浩

（２）落札額 （税抜）         \2,149,000

（税込）         \2,363,900 うち消費税相当額           \214,900

（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 2021002381 入札日時 令和 3年12月27日　　午前10時25分

南砺市民病院密閉式自動固定包埋装置購入
件名

納入場所 南砺市民病院

納入期限 令和 4年 3月30日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

エア・ウォーター・リンク㈱　富山営業所　所
長　酒井　英樹

1                                                       辞退

㈱サンテクノ　代表取締役　奥村　庄三2         \4,180,000                                     落札

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

3         \4,500,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫4         \4,480,000                                     

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         \4,600,000                                     

㈱ハイメック　代表取締役　芦澤　雄三6         \4,350,000                                     

㈱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

㈱サンテクノ　代表取締役　奥村　庄三

（２）落札額 （税抜）         \4,180,000

（税込）         \4,598,000 うち消費税相当額           \418,000

（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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