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   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022002367 入札日時 令和 4年11月25日　　午前10時00分

公共　街路事業に伴う北野個別第３汚水中継ポンプ設置工事
件名

施行場所 南砺市　北野　地内

期間 契約締結の翌日　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

㈱北川電機商会　代表取締役　北川　智之1         \3,350,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2         \3,340,000                                     

前川電設㈱　代表取締役　前川　喜男3         \3,350,000                                     

㈲松田電機店　代表取締役　松田　稔4         \3,350,000                                     

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

5         \3,320,000                                     

森田電器　代表　森田　良一6         \3,300,000                                     落札

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

森田電器　代表　森田　良一

（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）         \3,373,000

（税込）         \3,710,300 うち消費税相当額           \337,300

（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
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入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022002405 入札日時 令和 4年11月25日　　午前10時00分

西勝寺地区配水管更新工事
件名

施行場所 南砺市　川西　地内

期間 令和 4年11月29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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治1        \20,850,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2        \20,800,000                                     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

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩

（２）落札額 （税抜）        \20,800,000

（税込）        \22,880,000 うち消費税相当額         \2,080,000

（３）予定価格 （税抜）        \20,890,000

（税込）        \22,979,000 うち消費税相当額         \2,089,000

（４）        \18,857,283低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \20,743,011 うち消費税相当額         \1,885,728

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



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022002399 入札日時 令和 4年11月25日　　午前10時00分

井波総合文化センタートイレ洋式化等改修工事
件名

施行場所 南砺市　山見　地内

期間 令和 4年11月29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

㈱斉藤組　代表取締役社長　斉藤　武幸1         \8,730,000                                     

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫2         \8,700,000                                     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

㈲ナガイ工業　取締役　長井　利夫

（２）落札額 （税抜）         \8,700,000

（税込）         \9,570,000 うち消費税相当額           \870,000

（３）予定価格 （税抜）         \8,788,000

（税込）         \9,666,800 うち消費税相当額           \878,800

（４）         \8,084,960低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \8,893,456 うち消費税相当額           \808,496

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 4年度 契約番号 2022002395 入札日時 令和 4年11月25日　　午前10時00分

福光プールトイレ洋式化等改修工事
件名

施行場所 南砺市　法林寺　地内

期間 令和 4年11月29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

㈱谷村電機工業　代表取締役　谷村　賢治1         \4,665,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2         \4,650,000                                     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

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩

（２）落札額 （税抜）         \4,650,000

（税込）         \5,115,000 うち消費税相当額           \465,000

（３）予定価格 （税抜）         \4,685,000

（税込）         \5,153,500 うち消費税相当額           \468,500

（４）         \4,306,280低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）         \4,736,908 うち消費税相当額           \430,628

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 4年度 契約番号 2022002400 入札日時 令和 4年11月25日　　午前10時00分

生活基盤施設耐震化等交付金事業　福光地域基幹管路耐震化工事に伴う舗装本復旧工事
件名

施行場所 南砺市　出村・縄蔵　地内

期間 令和 4年11月29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

笹嶋工業㈱　代表取締役　笹嶋　明人1        \12,300,000                                     

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久2        \12,250,000                                     落札

㈱森組　代表取締役　森　雄一3        \12,280,000                                     

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

得能建設工業㈱　代表取締役　得能　年久

（２）落札額 （税抜）        \12,250,000

（税込）        \13,475,000 うち消費税相当額         \1,225,000

（３）予定価格 （税抜）        \12,360,000

（税込）        \13,596,000 うち消費税相当額         \1,236,000

（４）        \11,064,299低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \12,170,728 うち消費税相当額         \1,106,429

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 4年度 契約番号 2022002392 入札日時 令和 4年11月25日　　午前10時00分

社会資本整備総合交付金事業　市道新町国広線消雪さく井工事
件名

施行場所 南砺市　城端　地内

期間 令和 4年11月29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

㈲石黒工業所　代表取締役　石黒　公一1        \15,030,000                                     

砺波カンパニー㈱　代表取締役　安居　利浩2        \15,020,000                                     

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司3        \15,000,000                                     落札

㈱ミヤシゲテクノ　南砺支店　支店長　山本　
泰久

4        \15,040,000                                     

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和5        \15,030,000                                     

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

砺波住設㈱　代表取締役　嶋田　仁司

（２）落札額 （税抜）        \15,000,000

（税込）        \16,500,000 うち消費税相当額         \1,500,000

（３）予定価格 （税抜）        \15,060,000

（税込）        \16,566,000 うち消費税相当額         \1,506,000

（４）        \13,498,801低入札調査基準価格 （税抜）

（税込）        \14,848,681 うち消費税相当額         \1,349,880

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 4年度 契約番号 2022002403 入札日時 令和 4年11月25日　　午前10時00分

福野体育館手洗器水栓自動化工事
件名

施行場所 南砺市　寺家　地内

期間 令和 4年11月29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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎1         \3,640,000                                     

片山工業㈱　代表取締役　片山　孝志2         \3,660,000                                     

システム渡辺　代表者　渡辺　茂3         \3,680,000                                     

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和4         \3,600,000                                     落札

㈱ヨシダ　代表取締役　吉田　俊朗5         \3,650,000                                     

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

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和

（２）落札額 （税抜）         \3,600,000

（税込）         \3,960,000 うち消費税相当額           \360,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,700,000

（税込）         \4,070,000 うち消費税相当額           \370,000

（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



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022002404 入札日時 令和 4年11月25日　　午前10時00分

福野文化創造センタートイレ洋式化改修工事
件名

施行場所 南砺市　やかた　地内

期間 令和 4年11月29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

イマエダ電設　代表　今枝　一郎1         \3,140,000                                     

システム渡辺　代表者　渡辺　茂2         \3,150,000                                     

野原工業㈱　代表取締役　野原　英嗣3         \3,170,000                                     

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和4         \3,100,000                                     落札

㈱ヨシダ　代表取締役　吉田　俊朗5         \3,150,000                                     

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

吉井工業㈱　代表取締役　吉井　正和

（２）落札額 （税抜）         \3,100,000

（税込）         \3,410,000 うち消費税相当額           \310,000

（３）予定価格 （税抜）         \3,180,000

（税込）         \3,498,000 うち消費税相当額           \318,000

（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



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022002300 入札日時 令和 4年11月25日　　午前10時35分

市道立野原蓑谷線交差点物件調査業務委託
委託業務名

履行場所 南砺市　野口　地内

履行期限 令和 4年11月29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

㈱雄川コンサルタンツ　南砺支店　支店長　織
田　茂雄

1         \1,950,000                                     

北建コンサル㈱　南砺支店　支店長　鷲北　慎
一

2         \1,950,000                                     

㈱宏和　代表取締役　堀　英男3         \1,900,000                                     落札

㈱上智　南砺支店　支店長　栄前田　宗宏4         \1,960,000                                     

㈱誉建築設計事務所　代表取締役社長　山﨑　
秀二

5         \1,960,000                                     

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）         \1,900,000

（税込）         \2,090,000 うち消費税相当額           \190,000

（３）予定価格 （税抜）         \2,000,000

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

（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



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022002418 入札日時 令和 4年11月25日　　午前10時35分

南砺市協働のまちづくり支援センター事務機器賃貸借
件名

施行場所 南砺市協働のまちづくり支援センター

期間 令和 5年 2月 1日　から　令和10年 1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

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱　北陸支店
　支店長　堀内　英夫

1         \3,105,000                                     

ＮＴＴ・ＴＣリース㈱　北陸支店　支店長　大
場　靖久

2         \3,079,800                                     

ＦＬＣＳ㈱　北陸支店　支店長　北山　光宏3         \3,124,200                                     

㈱高志インテック　代表取締役社長　本江　康
浩

4         \3,080,400                                     

富山ファースト・リース㈱　代表取締役　柴田
　栄文

5         \3,090,000                                     

日通リース＆ファイナンス㈱　富山営業所　所
長　小川　誉夫

6         \3,075,000                                     落札

三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱　
北陸支店　支店長　森　直之

7         \3,156,000                                     

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

日通リース＆ファイナンス㈱　富山営業所　所長　小川　誉夫

（２）落札額 （税抜）         \3,075,000

（税込）         \3,382,500 うち消費税相当額           \307,500

（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



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022002423 入札日時 令和 4年11月25日　　午前10時35分

南砺市福光保健センター印刷機賃貸借
件名

施行場所 南砺市福光保健センター

期間 令和 5年 2月 1日　から　令和10年 1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

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱　北陸支店
　支店長　堀内　英夫

1           \969,000                                     

ＮＴＴ・ＴＣリース㈱　北陸支店　支店長　大
場　靖久

2           \990,000                                     

ＦＬＣＳ㈱　北陸支店　支店長　北山　光宏3           \969,600                                     

㈱高志インテック　代表取締役社長　本江　康
浩

4           \959,400                                     落札

三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱　
北陸支店　支店長　森　直之

5           \978,000                                     

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

㈱高志インテック　代表取締役社長　本江　康浩

（２）落札額 （税抜）           \959,400

（税込）         \1,055,340 うち消費税相当額            \95,940

（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



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022002359 入札日時 令和 4年11月25日　　午前10時35分

南砺市民病院Ａ剤Ｂ剤自動溶解装置購入
件名

納入場所 南砺市民病院透析センター

納入期限 令和 5年 3月27日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

1         \7,450,000                                     

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫2         \7,350,000                                     

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

3         \7,350,000                                     

㈱林寺メディノール　代表取締役　林寺　紘4         \3,979,000                                     落札

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹5         \7,500,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

6         \7,300,000                                     

丸文通商㈱　富山支店　取締役支店長　長　敏
浩

7         \4,760,000                                     

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

㈱林寺メディノール　代表取締役　林寺　紘

（２）落札額 （税抜）         \3,979,000

（税込）         \4,376,900 うち消費税相当額           \397,900

（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



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022002358 入札日時 令和 4年11月25日　　午前10時35分

南砺市民病院救急用超音波画像診断装置購入
件名

納入場所 南砺市民病院救急室

納入期限 令和 5年 3月27日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　
寺西　忍

1         \7,050,000                                     落札

冨木医療器㈱　代表取締役　冨木　隆夫2         \7,150,000                                     

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

3         \7,200,000                                     

プロメディカル㈱　代表取締役　中田　年樹4         \7,100,000                                     

㈱ベストケアメディカル　代表取締役　林　規
明

5         \7,200,000                                     

丸文通商㈱　富山支店　取締役支店長　長　敏
浩

6         \7,600,000                                     

㈱ミタス　富山支店　支店長　戸田　秀昭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

セントラルメディカル㈱　富山支店　支店長　寺西　忍

（２）落札額 （税抜）         \7,050,000

（税込）         \7,755,000 うち消費税相当額           \705,000

（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



   1 頁

入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022002415 入札日時 令和 4年11月25日　　午前10時35分

災害用備蓄品（自動ラップ式トイレ・ワンタッチテント）購入
件名

納入場所 南砺市福野市民センター車庫

納入期限 令和 5年 3月10日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

㈱カワノ　砺波営業所　営業所長　吉川　晃平1         \7,837,340                                     落札

㈱システムトキワ　代表取締役　髙橋　利夫2         \8,100,000                                     

日本海興発㈱　南砺営業所　所長　渡辺　博3                                                       辞退

㈱ほくつう　高岡支店　支店長　針谷　晋4                                                       辞退

㈲マルタカ防災　小矢部支店　支店長　髙橋　
薫

5         \8,251,000                                     

㈱菱商　代表取締役　小森　正明6         \8,000,000                                     

レスキューシステム　南砺営業所　所長　蟹野
　正男

7         \8,150,000                                     

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

㈱カワノ　砺波営業所　営業所長　吉川　晃平

（２）落札額 （税抜）         \7,837,340

（税込）         \8,621,074 うち消費税相当額           \783,734

（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


