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平成25年度　入札結果情報 250万円以上 入札日：平成25年4月1日～平成25年4月30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

818 H25.4.10 地鉄駅前交通広場整備工事 新幹線交通政策課 若栗 H25.8.9 18,300,000 一般 落札 ㈲山下重機建設 17,800,000

㈱新川マリン 中西電業㈱ 西尾建設
㈱新興 此川建設㈱ 中山工業㈱ ㈱
澤田土建 桜井建設㈱ ㈲有倉建設
松倉建設㈱ ㈲山下重機建設 ㈱晴
柀工業 ㈱田中建設

849 H25.4.10 市道舌山栗林線道路改良工事 新幹線交通政策課 若栗 H25.9.30 18,900,000 一般 落札 ㈱田中建設 18,200,000

㈱新川マリン 中西電業㈱ 西尾建設
㈱新興 此川建設㈱ 中山工業㈱ ㈱
澤田土建 ㈲有倉建設 松倉建設㈱
㈲山下重機建設 ㈱晴柀工業 ㈱田
中建設

851 H25.4.23
荻生小学校体育館耐震補強・大
規模改造工事（建築主体）

都市計画課 荻生 H26.1.31 120,900,000 一般 落札 森内建設㈱ 118,850,000
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㈱

852 H25.4.23
荻生小学校体育館耐震補強・大
規模改造工事（電気設備）

都市計画課 荻生 H26.1.31 7,914,000 指名 落札
北陸電気工事㈱
新川支店

7,000,000
北陸電気工事㈱　 北陸通信工業㈱
㈱中西電気 中西電業㈱ 大平電設
本島電器総業㈱ ㈲中井電機

853 H25.4.23
荻生小学校体育館耐震補強・大
規模改造工事（機械設備）

都市計画課 荻生 H26.1.31 3,962,000 指名 落札 飛弾配管工業㈱ 3,850,000
㈲中谷配管工業 飛弾配管工業㈱
加道川工業 mou 武隈鉄工㈱ トー
ヨー設備

854 H25.4.23
若栗小学校校舎耐震補強工事
（建築主体）

都市計画課 若栗 H26.1.31 97,470,000 一般 落札 宮崎建設㈱ 95,500,000
共和土木㈱ 桜井建設㈱ 宮崎建設
㈱ 第一建設㈱ 森内建設㈱ 大高建
設㈱ 平野工務店㈱

855 H25.4.23
若栗小学校校舎耐震補強工事
（電気設備）

都市計画課 若栗 H26.1.31 2,625,000 指名
不落
随契

㈲永森電工 2,600,000
池田電設興業㈱ ㈲永森電工 ㈲ア
ワラ電設 高島電機商会 ㈱SALVA

856 H25.4.23
若栗小学校校舎耐震補強工事
（機械設備）

都市計画課 若栗 H26.1.31 5,215,000 指名 落札 富山管工㈱ 5,100,000
富士管機工業 丸田工業㈱ 富山管
工㈱ 協進工業㈱ ㈲丸さく

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㈱

841 H25.4.23
（仮称）地域観光ｷﾞｬﾗﾘｰ新築工
事（電気設備）

都市計画課 若栗 H26.3.10 26,160,000 一般 落札 ㈱中西電気 25,800,000
㈱中西電気 中西電業㈱ 北陸電気
工事㈱

※入札（随意契約）結果は、黒部市役所黒部庁舎２階設計図書縦覧室入口の建設工事入札結果掲示板に掲示しています。
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842 H25.4.23
（仮称）地域観光ｷﾞｬﾗﾘｰ新築工
事（機械設備）

都市計画課 若栗 H26.3.10 25,870,000 一般 落札 吉枝工業㈱ 25,350,000
吉枝工業㈱ 北陸電気工事㈱　 北陸
水道工業㈱ 米島商会 富山管工㈱
丸田工業㈱

843 H25.4.23
（仮称）交流ﾌﾟﾗｻﾞ新築工事（建築
主体）

都市計画課 若栗 H26.3.10 127,100,000 一般 落札 大高建設㈱ 126,500,000
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㈱

844 H25.4.23
（仮称）交流ﾌﾟﾗｻﾞ新築工事（電気
設備）

都市計画課 若栗 H26.3.10 17,970,000 一般 落札
北陸電気工事㈱
新川支店

17,400,000
㈱中西電気 中西電業㈱ 北陸電気
工事㈱

845 H25.4.23
（仮称）交流ﾌﾟﾗｻﾞ新築工事（機械
設備）

都市計画課 若栗 H26.3.10 9,457,000 指名 落札 米島商会 9,400,000
吉枝工業㈱ 黒部エムテック㈱ ㈲宮
崎住設 北陸水道工業㈱ 米島商会

2013000054 H25.4.26
林業専用道（規格相当）下立吉
原線測量設計業務委託

農林整備課 下立 H25.8.30 2,800,000 指名 落札
㈱スカイラーク企画
航測社

2,800,000
㈱国土開発センター　㈱新日本コン
サルタント　㈱上智　㈱スカイラーク
企画航測社　㈱中田測量コンサル

※入札（随意契約）結果は、黒部市役所黒部庁舎２階設計図書縦覧室入口の建設工事入札結果掲示板に掲示しています。


