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840 H25.4.23
（仮称）地域観光ｷﾞｬﾗﾘｰ新築工事（建
築主体）

都市計画課 若栗 H26.3.10 207,900,000 一般 落札 桜井建設㈱ 205,000,000
共和土木㈱ 桜井建設㈱ 宮崎建設㈱
森内建設㈱ 第一建設㈱ 大高建設㈱
平野工務店㈱

2013000020 H25.5.7 生地小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ照明更新工事 その他 生地 H26.7.31 4,666,000 指名
不落随

契
大懸電機商会 4,600,000

大懸電機商会 ㈲川端電気 黒部エ
ムテック㈱ 大上戸電気㈱ ㈲松井
電気商会

2013000025 H25.5.7
黒部市総合体育ｾﾝﾀｰ自動制御機器
更新工事

その他 石田 H25.7.31 5,630,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 5,420,000
飛弾配管工業㈱ 富士管機工業 ㈲
宮崎住設 mou 吉枝工業㈱ 米島商
会

2013000034 H25.5.7 市道新黒部駅前線舗装工事 新幹線交通政策課 若栗 H25.6.28 7,900,000 指名 落札 ㈱新興 7,700,000
共和土木㈱ 此川建設㈱ 桜井建設
㈱ ㈱新興

2013000035 H25.5.7
市道舌山大越線消雪施設詳細設計
業務委託

新幹線交通政策課 若栗 H25.8.30 3,100,000 指名 落札 ㈱上智県東部支店 2,900,000
㈱協和 北建コンサル㈱ ㈱建成コン
サルタント ㈱新日本コンサルタント
㈱上智

2013000036 H25.5.7 市道西小路若栗線舗装補修工事 新幹線交通政策課 若栗 H25.7.31 24,980,000 指名 落札 桜井建設㈱ 24,200,000
大高建設㈱ 共和土木㈱ 此川建設
㈱ 桜井建設㈱ ㈱新興

市道天真寺歩行者線他1路線改良工

㈱朝倉組 拓新工業 竹中建設㈱ ㈱
田中建設 東光エキスプレス㈱ 西

2013000041 H25.5.7
市道天真寺歩行者線他1路線改良工
事

新幹線交通政策課 若栗 H25.9.30 6,800,000 指名 落札 ㈲山下重機建設 6,800,000
田中建設 東光エキスプレス㈱ 西
尾建設 ㈲山下重機建設 ㈲勇貴工
業

2013000044 H25.5.7
村椿公民館ｱﾙﾐｻｯｼ改修工事（その
2）

都市計画課 村椿 H25.7.19 3,986,000 指名 落札 第一建設㈱ 3,880,000
金山工業㈱ 共和土木㈱ 第一建設
㈱ 夏野土木工業㈱ ㈲間部建設

2013000045 H25.5.7
地鉄駅前交通広場照明施設（照明
柱）設置工事

新幹線交通政策課 若栗 H25.9.30 5,300,000 指名 落札 ㈱陽光興産 5,200,000
交通企画㈱ 道路施設㈱ 日本交通
興業㈱ 北陸機材㈱ ㈱陽光興産

2013000046 H25.5.7
布施山簡易水道施設改良事業実施
設計業務委託

工務課 前沢 H25.8.30 4,420,000 指名 落札
㈱東洋設計新川営業
所

4,200,000
㈱国土開発センター ㈱上智 ㈱東
洋設計 ㈱日水コン 日本水工設計
㈱

2013000047 H25.5.7
道路ｽﾄｯｸ総点検（舗装）調査業務委
託

建設課 市内一円 H25.7.31 4,331,000 指名 落札
㈱新日本コンサルタン
ト新川営業所

4,000,000
㈱協和 ㈱建成コンサルタント ㈱国
土開発センター ㈱新日本コンサル
タント ㈱上智

2013000049 H25.5.7
橋梁長寿命化修繕実施設計業務委
託

建設課 三日市外2 H25.7.31 7,455,000 指名 落札
㈱国土開発センター
富山支店

5,500,000
㈱国土開発センター ㈱新日本コン
サルタント ㈱上智 大日本コンサル
タント㈱ 北電技術コンサルタント㈱

2013000051 H25.5.7
市道新黒部駅東口交通広場線施設
整備工事

新幹線交通政策課 若栗 H25.8.30 5,312,000 指名 落札 ㈱田中建設 5,200,000
㈱新紀 竹中建設㈱ ㈱田中建設 東
光エキスプレス㈱ 西尾建設 ㈲明
和建設 ㈲山下重機建設
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2013000010 H25.5.7
浦山交流ｾﾝﾀｰ新築工事実施設計業
務委託

生涯学習スポーツ
課

浦山 H26.1.15 9,622,000 指名 落札
㈱鈴木一級建築士事
務所

6,800,000

大窪建築設計事務所 ㈱押田建築
設計事務所 ㈱鈴木一級建築士事
務所 ㈱創英建築設計事務所 山口
建築設計事務所

2013000058 H25.5.7
高志野中学校体育館新築工事実施
設計業務委託

学校教育課 大布施 H26.1.31 17,790,000 指名 落札 大窪建築設計事務所 13,580,000

大窪建築設計事務所 ㈱タムラ設
計． ㈱福見建築設計事務所 ㈱三
四五建築研究所 山口建築設計事
務所

2013000059 H25.5.7
鷹施中学校耐震補強工事実施設計
業務委託

学校教育課 田家 H25.11.29 5,672,000 指名 落札
㈱押田建築設計事務
所

5,650,000

大窪建築設計事務所 ㈱押田建築
設計事務所 ㈱鈴木一級建築士事
務所 ㈱タムラ設計． 山口建築設計
事務所

2013000060 H25.5.7
都市計画道路南線№23～№31舗装
工事

区画整理課 三日市 H25.9.27 18,970,000 指名 落札 共和土木㈱ 18,500,000
共和土木㈱ 此川建設㈱ 桜井建設
㈱ 中山工業㈱

下1 H25.5.7
特環処理分区39外1路線管渠布設工
事

工務課 大布施・荻生 H25.7.31 9,500,000 指名 落札 森内建設㈱ 9,380,000
㈱角井建設 ㈱黒部重機 ㈱新紀 田
村工業 平野建設 森内建設㈱ ㈲勇
貴工業

㈱角井建設 ㈱新紀 ㈱田中建設 東

下3 H25.5.7
特環処理分区510外3路線管渠布設
工事

工務課 荻生 H25.8.30 13,010,000 指名 落札 ㈱角井建設 11,920,000

㈱角井建設 ㈱新紀 ㈱田中建設 東
光エキスプレス㈱ 西尾建設 森内
建設㈱ ㈲山下重機建設 ㈲勇貴工
業

下4 H25.5.7
生地処理分区108外4路線舗装復旧
工事

工務課 生地 H25.6.28 4,180,000 指名 落札 共和土木㈱ 4,100,000
共和土木㈱ 此川建設㈱ 桜井建設
㈱

下6 H25.5.7
特環処理分区西小路ﾏﾝﾎｰﾙ形式ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ設置工事

工務課 大布施 H25.7.31 10,550,000 指名 落札 ㈱サンコー 10,200,000
㈱アリタ 荏原商事㈱ ㈱柿本商会
㈱サンコー 富士機設工業㈱

下7 H25.5.7
特環処理分区42路線圧送管渠布設
工事

工務課 荻生 H25.7.31 5,300,000 指名 落札 協進工業㈱ 5,200,000
協進工業㈱ 黒部エムテック㈱ 富山
管工㈱ ㈲丸さく 丸田工業㈱ 吉枝
工業㈱

水1 H25.5.7
漏水対策特別事業県道若栗生地線
老朽管更新工事

工務課 荻生 H25.7.31 4,280,000 指名 落札 mou 4,180,000
トーヨー設備 ㈲中谷配管工業 飛弾
配管工業㈱ mou

水2 H25.5.7
水道普及促進事業中坪第6水源築造
（導水施設）工事

工務課 若栗 H25.8.30 10,640,000 指名 落札 北陸水道工業㈱ 10,400,000
協進工業㈱ 富山管工㈱ 富士管機
工業 北陸水道工業㈱ 丸田工業㈱
㈲宮崎住設

水3 H25.5.7
中坪配水場№3高区配水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工
事

工務課 若栗 H25.10.31 4,150,000 指名 落札 荏原商事㈱富山支店 4,000,000
荏原商事㈱ ㈱柿本商会 ㈱サン
コー 富士機設工業㈱
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水4 H25.5.7
水道普及促進事業市道田家4号線配
水管布設工事

工務課 田家 H25.6.28 5,090,000 指名 落札 加道川工業 5,050,000
加道川工業 黒部エムテック㈱ 富士
管機工業 北陸水道工業㈱ ㈲丸さく
米島商会

2013000131 H25.5.7
生地処理分区108外４路線舗装復旧
工事

工務課 生地 H25.6.28 4,180,000 指名 落札 共和土木㈱ 4,100,000
共和土木㈱ 此川建設㈱ 桜井建設
㈱

2013000102 H25.5.7
音沢東山簡易水道市道浦山30号線
水道管更新工事

工務課 浦山 H25.7.31 2,850,000 指名 落札 富山管工㈱ 2,750,000
武隈鉄工㈱ 富山管工㈱　㈲中谷
配管工業 飛弾配管工業㈱ mou

2013000126 H25.5.17
市道栃屋熊野３号線道路改良工
事

建設課 浦山 H25.6.28 2,514,000 指名 落札 拓新工業 2,500,000
熊野土建㈱ 此川工設㈱ 拓新工業
中村組 (有)紅粉建設

2013000053 H25.5.17
都市計画道路前沢植木線道路改良
工事（その16）

都市計画課 三日市 H25.9.30 37,700,000 一般 落札 中山工業㈱ 36,600,000

共和土木㈱ ㈱澤田土建 ㈱新興 桜
井建設㈱ ㈱新川マリン 宮崎建設
㈱ 中山工業㈱ 松倉建設㈱ 中西電
業㈱ ㈲有倉建設 ㈱音沢土建 ㈱晴
柀工業

2013000050 H25.5.17
市道新黒部駅東口交通広場線歩道
整備工事

新幹線交通政策課 若栗 H25.10.31 17,660,000 一般 落札 ㈱新興 17,200,000

此川建設㈱ ㈱澤田土建 ㈱新興 ㈱
新川マリン 宮崎建設㈱ 中山工業
㈱ 松倉建設㈱ 西尾建設 ㈲有倉建
設 ㈱晴柀 業設 ㈱晴柀工業

2013000033 H25.5.17
林道別又僧ヶ岳線法面保護工事（そ
の3）

農林整備課 宇奈月温泉 H25.8.30 22,700,000 一般 落札 大高建設㈱ 22,200,000
大高建設㈱ ㈱音沢土建 共和土木
㈱ 桜井建設㈱ ㈲野村建設

水8 H25.5.20
旧大町簡易水道組合水源地廃止に
伴う配水系統切替工事

工務課 三日市 H25.7.19 2,850,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 2,800,000
㈲中谷配管工業 北陸水道工業㈱　丸
田工業㈱　吉枝工業㈱　米島商会

下19 H25.5.22 特環処理分区840路線舗装復旧工事 工務課 若栗 H25.6.28 2,550,000 指名 落札 ㈱新興 2,450,000
共和土木㈱ 此川建設㈱ 桜井建設㈱
㈱新興

2013000264 H25.5.22
黒部市都市計画道路見直し調査業
務委託

都市計画課 全域 H26.3.25 2,803,000 指名 落札
㈱国土開発センター
富山支店

2,700,000
㈱協和　㈱国土開発センター　㈱新日本
コンサルタント　㈱上智　㈱日本海コン
サルタント

2013000094 H25.5.31 僧ヶ岳県立自然公園等整備工事 商工観光課 宇奈月温泉 H25.11.30 5,860,000 指名 落札 中村組 5,790,000
㈱朝倉組 ㈲明和建設 此川工設㈱ 拓
新工業 野村建設 中村組

2013000145 H25.5.31 三日市幼稚園解体工事 都市計画課 三日市 H25.8.30 10,090,000 指名 落札 松倉建設㈱ 10,000,000
㈱音沢土建 此川建設㈱ 東栄土木㈱
松倉建設㈱ 新川インダストリ㈱
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2013000153 H25.5.31 旧黒部消防庁舎解体工事 都市計画課 三日市 H25.10.15 22,280,000 指名 落札 共和土木㈱ 22,000,000
夏野土木工業㈱ ㈱新興 桜井建設㈱
㈲山下重機建設 共和土木㈱ 大高建設
㈱ 東光エキスプレス㈱

2013000228 H25.5.31 市道吉田荒俣線舗装工事 建設課 村椿 H25.8.30 3,777,000 指名 落札 共和土木㈱ 3,700,000 共和土木㈱ 此川建設㈱ 桜井建設㈱

2013000232 H25.5.31
地鉄駅前交通広場他消雪施設詳細
設計業務委託

新幹線交通政策課 若栗 H25.8.30 3,058,000 指名 落札
㈱新日本コンサルタン
ト新川営業所

2,800,000
㈱協和 ㈱建成コンサルタント ㈱新日本
コンサルタント ㈱国土開発センター ㈱
上智 北建コンサル㈱

2013000240 H25.5.31 新発電所建設可能性調査業務委託 農林整備課 若栗 H26.3.10 3,564,000 指名 落札
北電技術コンサルタン
ト㈱

2,500,000

㈱建成コンサルタント 北電技術コンサ
ルタント㈱ 国際航業㈱ 大日本コンサル
タント㈱ ㈱日本海コンサルタント ㈱環境
総合テクノス 北建コンサル㈱

2013000243 H25.5.31 おおしまﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場駐車場増設工事 農林整備課 石田 H25.8.30 7,380,000 指名 落札 桜井建設㈱ 7,100,000
桜井建設㈱ 共和土木㈱ 此川建設㈱
夏野土木工業㈱

2013000245 H25.5.31
都市計画道路三日市新光寺線No.13
～No.15築造工事

区画整理課 三日市 H25.9.27 5,665,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 5,600,000
田村工業 ㈲勇貴工業 ㈱新紀 村井鉄
工所 AEC　TECH㈱ 朝倉建設㈱

指
㈲丸さく 丸田工業㈱ 吉枝工業㈱ 北陸

2013000247 H25.5.31 地鉄駅前交通広場他さく井工事 新幹線交通政策課 若栗 H25.11.29 18,330,000 指名 落札 北陸水道工業㈱ 18,300,000
㈲丸さく 丸田工業㈱ 吉枝工業㈱ 北陸
水道工業㈱

2013000254 H25.5.31 市道中新堀高線舗装工事 建設課 大布施 H25.6.28 3,023,000 指名 落札 桜井建設㈱ 2,950,000 共和土木㈱ 此川建設㈱ 桜井建設㈱

2013000256 H25.5.31
音沢東山簡易水道市道浦山40号線
水道管改良工事

工務課 浦山 H25.8.30 5,590,000 指名 落札 富山管工㈱ 5,500,000
吉枝工業㈱ 黒部エムテック㈱ ㈲宮崎
住設 富山管工㈱ 協進工業㈱ ㈲丸さく

2013000257 H25.5.31 LED防犯灯設置工事（その1） 市民環境課 浦山外4 H25.8.30 5,496,000 指名 落札 ㈲中井電機 5,400,000

㈱中西電気 大平電設 池田電設興業㈱
本島電器総業㈱ ㈲中井電機 ㈲川端電
気 大上戸電気㈱ 高島電機商会 ㈲永
森電工

2013000258 H25.5.31 LED防犯灯設置工事（その2） 市民環境課 村椿外3 H25.8.30 6,770,000 指名 落札 ㈲川端電気 6,660,000

㈱中西電気 中西電業㈱ 大平電設 本
島電器総業㈱ ㈲松井電気商会 ㈲川端
電気 ㈲アワラ電設 大上戸電気㈱
SALVA 大懸電機商会

2013000259 H25.5.31 LED防犯灯設置工事（その3） 市民環境課 石田外4 H25.8.30 6,770,000 指名 落札 ㈲永森電工 6,700,000

黒部エムテック㈱　中西電業㈱　池田電
設興業㈱　㈲永森電工　㈲中井電機
㈲松井電気商会　㈲アワラ電設　高島
電機商会　SALVA　大懸電機商会

2013000260 H25.5.31
市道新黒部駅東口交通広場線舗装
工事

新幹線交通政策課 若栗 H25.11.29 18,190,000 指名 落札 ㈱新興 17,800,000
桜井建設㈱ 共和土木㈱ 此川建設㈱
㈱新興

4/5



平成25年度　入札結果情報 250万円以上 入札日：平成25年5月1日～平成25年5月31日 ※価格は消費税抜き

契約
番号

入札日 工事（業務）名 担当課 施行場所
完成予定
期　　　日

予定価格
　（円）

入札
方法

入札
状況

落札（随意契約）
業者

落札（随意契約）
価格（円）

入札参加業者 摘要

2013000270 H25.5.31
市道新黒部駅東口交通広場線消雪
配管工事

新幹線交通政策課 若栗 H25.11.29 7,134,000 指名 落札 北陸水道工業㈱ 7,100,000
富士管機工業 丸田工業㈱ ㈲宮崎住設
北陸水道工業㈱ 協進工業㈱ 米島商会

2013000273 H25.5.31
都市計画道路前沢植木線橋梁詳細
設計業務委託

都市計画課 大布施 H25.8.30 9,717,000 指名 落札
㈱国土開発センター
富山支店

9,400,000

大日本コンサルタント㈱ ㈱建成コンサ
ルタント ㈱国土開発センター ㈱新日本
コンサルタント ㈱上智 ㈱日本海コンサ
ルタント

下20 H25.5.31
栃屋農業集落排水事業41-2外1路線
管渠布設工事

工務課 浦山 H25.8.30 5,210,000 指名 落札 熊野土建㈱ 5,000,000
㈱朝倉組 ㈲明和建設 此川工設㈱ 拓
新工業 野村建設 熊野土建㈱ ㈲紅粉
建設

下21 H25.5.31
特環処理分区757-4-1外4路線管渠
布設工事

工務課 若栗 H25.9.30 14,170,000 指名 落札 竹中建設㈱ 13,400,000
㈱田中建設 ㈲野村建設 ㈲山下重機建
設 東光エキスプレス㈱ 熊野土建㈱ 西
尾建設 竹中建設㈱

下22 H25.5.31
特環処理分区495-1路線管渠布設工
事

工務課 荻生 H25.8.30 9,830,000 指名 落札 ㈲勇貴工業 9,400,000
㈱角井建設 朝倉建設㈱ 森内建設㈱
㈱黒部重機 平野建設 ㈲勇貴工業 ㈱
新紀

水6 H25.5.31
水道普及促進事業市道荒町2号線配
水管布設工事

工務課 田家 H25.8.30 3,020,000 指名 落札 飛弾配管工業㈱ 2,920,000
㈲中谷配管工業 飛弾配管工業㈱ 加道
川工業 武隈鉄工㈱
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