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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002569 入札日時 令和 4年 1月28日　　午前10時00分

南砺市立病院清掃業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　井波　地内ほか

履行期限 令和 4年 4月 1日　から　令和 6年 3月31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

アルコット㈱　代表取締役　浅野　端1        \94,850,000                                     

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学2        \94,680,000                                     落札

新星㈱　代表取締役　森　重雄3        \94,780,000                                     

富山総合ビルセンター㈱　代表取締役　羽柴　
俊成

4        \94,820,000                                     

㈱日本ビルサービス　代表取締役　上銘　安男5        \94,880,000                                     

㈱バロン　代表取締役　浅野　雅史6        \94,860,000                                     

㈱ホクタテ　代表取締役　滝野　弘二7        \94,800,000                                     

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

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学

（２）落札額 （税抜）        \94,680,000

（税込）       \104,148,000 うち消費税相当額         \9,468,000

（３）予定価格 （税抜）        \94,980,000

（税込）       \104,478,000 うち消費税相当額         \9,498,000

（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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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002535 入札日時 令和 4年 1月28日　　午前10時00分

南砺市地域包括ケアセンター定期清掃業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　北川　地内

履行期限 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月17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         \1,550,000                                     

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学2         \1,520,000                                     落札

㈲オダビルサービス　代表取締役　織田　清信3         \1,530,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4         \1,550,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司5         \1,550,000                                     

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

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学

（２）落札額 （税抜）         \1,520,000

（税込）         \1,672,000 うち消費税相当額           \152,000

（３）予定価格 （税抜）         \1,562,000

（税込）         \1,718,200 うち消費税相当額           \156,200

（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 2021002536 入札日時 令和 4年 1月28日　　午前10時00分

南砺市地域包括ケアセンター空調機保守点検業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　北川　地内

履行期限 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31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

中越産業㈱　代表取締役　樋口　和博1           \813,000                                     

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔2           \815,000                                     

森田電器　代表　森田　良一3           \814,000                                     

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生4           \812,000                                     落札

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5           \816,000                                     

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

ヤマキ工業㈱　代表取締役　山田　哲生

（２）落札額 （税抜）           \812,000

（税込）           \893,200 うち消費税相当額            \81,200

（３）予定価格 （税抜）           \817,000

（税込）           \898,700 うち消費税相当額            \81,700

（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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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002558 入札日時 令和 4年 1月28日　　午前10時00分

南砺市立病院等白衣類賃貸借
件名

施行場所 南砺市民病院ほか

期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 9年 3月31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

小山㈱　北陸営業所　所長　井上　剛英1        \96,019,200                                     

㈱富山県寝具センター　代表取締役　黒澤　章2        \92,718,600                                     

日本海綿業㈱　代表取締役社長　郷　幸利3        \92,634,000                                     

ワタキューセイモア㈱　北陸営業所　所長　小
寺　智之

4        \89,305,800                                     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

ワタキューセイモア㈱　北陸営業所　所長　小寺　智之

（２）落札額 （税抜）        \89,305,800

（税込）        \98,236,380 うち消費税相当額         \8,930,580

（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 2021002583 入札日時 令和 4年 1月28日　　午前10時00分

公立南砺中央病院訪問診療等用車輌購入
件名

納入場所 公立南砺中央病院

納入期限 令和 4年 6月 3日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵1         \2,118,000                                     落札

㈱オヤマ自動車　代表取締役　尾山　洋一2         \2,250,000                                     

㈱ビックモーター石崎　代表取締役　石崎　忠
和

3         \2,240,000                                     

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二4         \2,318,000                                     

㈲山根モータース　代表取締役　山根　秀元5                                                       辞退

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

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵

（２）落札額 （税抜）         \2,118,000

（税込）         \2,329,800 うち消費税相当額           \211,800

（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 2021002587 入札日時 令和 4年 1月28日　　午前10時00分

公立南砺中央病院公用車購入
件名

納入場所 公立南砺中央病院

納入期限 令和 4年 6月 8日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

石黒自動車工業㈱　代表取締役　石黒　和恵1         \1,438,000                                     

㈱オヤマ自動車　代表取締役　尾山　洋一2         \1,488,000                                     

㈱ビックモーター石崎　代表取締役　石崎　忠
和

3         \1,400,000                                     落札

㈲古池自動車工業所　代表取締役　古池　勇二4         \1,589,000                                     

㈲山根モータース　代表取締役　山根　秀元5                                                       辞退

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）         \1,400,000

（税込）         \1,540,000 うち消費税相当額           \140,000

（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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