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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002937 入札日時 令和 4年 3月24日　　午前10時00分

井波総合文化センター高圧受電設備更新工事
件名

施行場所 南砺市　山見　地内

期間 令和 4年 3月28日　から　令和 4年 7月29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         \8,450,000                                     

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人2         \8,400,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩3         \8,440,000                                     

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男4         \8,440,000                                     

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔5         \8,350,000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔

（２）落札額 （税抜）         \8,350,000

（税込）         \9,185,000 うち消費税相当額           \835,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,470,000

（税込）         \9,317,000 うち消費税相当額           \847,000

（４）         \7,649,659低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,414,624 うち消費税相当額           \764,965

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 2021002910 入札日時 令和 4年 3月24日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道堀之内山ノ下町線ほか消雪配管リフレッシュ工事
件名

施行場所 南砺市　山下　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1        \12,500,000                                     落札

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫2        \12,560,000                                     
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸

（２）落札額 （税抜）        \12,500,000

（税込）        \13,750,000 うち消費税相当額         \1,250,000

（３）予定価格 （税抜）        \12,630,000

（税込）        \13,893,000 うち消費税相当額         \1,263,000

（４）        \11,071,720低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \12,178,892 うち消費税相当額         \1,107,172

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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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002868 入札日時 令和 4年 3月24日　　午前10時00分

福光美術館窓ガラス等定期清掃業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　法林寺　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         \1,285,000                                     

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学2         \1,276,000                                     落札

㈲オダビルサービス　代表取締役　織田　清信3         \1,280,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩4         \1,285,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司5         \1,280,000                                     
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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）         \1,276,000

（税込）         \1,403,600 うち消費税相当額           \127,600

（３）予定価格 （税抜）         \1,290,000

（税込）         \1,419,000 うち消費税相当額           \129,000

（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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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021002917 入札日時 令和 4年 3月24日　　午前10時00分

南砺市役所環境衛生管理業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　荒木　地内

履行期限 令和 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

安達建設㈱　代表取締役　安達　正彦1         \1,150,000                                     

㈱オカベ　代表取締役　岡部　学2         \1,146,000                                     落札

新星㈱　代表取締役　森　重雄3         \1,152,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司4         \1,150,000                                     

㈱日本ビルサービス　代表取締役　上銘　安男5         \1,155,000                                     
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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）         \1,146,000

（税込）         \1,260,600 うち消費税相当額           \114,600

（３）予定価格 （税抜）         \1,157,000

（税込）         \1,272,700 うち消費税相当額           \115,700

（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
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