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平成26年度　入札結果情報 250万円以上 入札日：平成26年4月1日～平成26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

2013001376 H26.4.3
黒部宇奈月温泉駅西側連絡通路新
築工事（電気設備）

都市計画課 荻生・若栗 H26.10.31 7,991,000 指名 落札
北陸電気工事㈱　新
川支店

6,960,000

㈲アワラ電設　大平電設　㈱SALVA　㈱
中西電気　北陸通信工業㈱　黒部営業
所　北陸電気工事㈱　新川支店　本島電
器総業㈱

2013001377 H26.4.3
黒部宇奈月温泉駅西側連絡通路新
築工事（機械設備）

都市計画課 荻生・若栗 H26.10.31 4,301,000 指名 落札 mou 4,250,000
加道川工業 武隈鉄工㈱ トーヨー設備
㈲中谷配管工業 飛弾配管工業㈱ mou

2013001378 H26.4.3
黒部宇奈月温泉駅西側連絡通路電
源引込工事

都市計画課 荻生・若栗 H26.10.31 8,298,000 指名 落札
北陸電気工事㈱　新
川支店

6,990,000

大懸電機商会　㈲川端電気　㈲中井電
機　㈱中西電気　北陸通信工業㈱　黒部
営業所　北陸電気工事㈱　新川支店　㈲
松井電気商会

2013001388 H26.4.3
区画道路6-3号線No.0～No.2道路築
造工事

区画整理課 荻生 H26.6.30 4,543,000 指名 落札 ㈱新紀 4,500,000
㈱朝倉組 ㈱新紀 竹中建設㈱ 田村工業
村井鉄工所 ㈲村椿工業

2013001411 H26.4.3
区画道路6-1号線No.0～No.2道路築
造工事

区画整理課 荻生 H26.6.30 6,903,000 指名 落札 ㈱新紀 6,850,000
AEC　TECH㈱ ㈱角井建設 ㈱新紀 竹中
建設 田村工業 村井鉄工所 森内建設㈱

2013001413 H26.4.3 市道三日市出島線道路改良工事 建設課 大布施 H26.10.31 7,942,000 指名 落札 平野建設 7,800,000
大平工業㈱ ㈱黒部重機 ㈱谷口工務店
田村工業 平野建設 ㈱北陸体育施設 山
田建設㈱

2013001418 H26.4.3
新幹線駅東口交通広場照明施設整
備工事

新幹線交通政策課 若栗 H26.8.29 8,330,000 指名 落札
北陸機材㈱黒部営業
所

8,250,000
池田電設興業㈱ 大懸電機商会 ㈲川端
電気 高島電機商会 大上戸電気㈱ 北陸
機材㈱黒部営業所 ㈲松井電気商会

2013001419 H26.4.3
新幹線駅東口交通広場施設整備工
事

新幹線交通政策課 若栗 H26.8.29 3,563,000 指名 落札 竹中建設㈱ 3,520,000
AEC　TECH㈱ ㈱新紀 拓新工業 竹中建
設㈱ 田村工業 村井鉄工所

2013001420 H26.4.3
宮野運動公園野球場ﾍﾞﾝﾁ改修工事
（その2）

都市計画課 前沢 H26.6.10 8,295,000 指名 落札 村井鉄工所 8,200,000
AEC　TECH㈱ 第一建設㈱ 中村組 ㈱稗
田組 ㈲紅粉建設 村井鉄工所 ㈲山下重
機建設

2013001398 H26.4.21 浦山交流ｾﾝﾀｰ新築工事（建築主体） 都市計画課 宇奈月町浦山 H27.3.10 178,900,000 一般 落札 大高建設㈱ 178,500,000
大高建設㈱ 共和土木㈱ 桜井建設㈱ 第
一建設㈱ 宮崎建設㈱

2013001399 H26.4.21 浦山交流ｾﾝﾀｰ新築工事（電気設備） 都市計画課 宇奈月町浦山 H27.3.10 14,960,000 一般 落札 ㈱中西電気 14,150,000
㈱中西電気　中西電業㈱　北陸電気工
事㈱　新川支店

※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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平成26年度　入札結果情報 250万円以上 入札日：平成26年4月1日～平成26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

2013001400 H26.4.21 浦山交流ｾﾝﾀｰ新築工事（機械設備） 都市計画課 宇奈月町浦山 H27.3.10 15,820,000 一般 落札 富山管工㈱ 15,600,000 富山管工㈱ 吉枝工業㈱ 米島商会

2013001406 H26.4.21
鷹施中学校体育館耐震補強工事
（建築主体）

都市計画課 田家 H27.1.30 138,000,000 一般 落札 宮崎建設㈱ 136,500,000
大高建設㈱ 共和土木㈱ 桜井建設㈱ 第
一建設㈱ 宮崎建設㈱ 森内建設㈱

2013001408 H26.4.21
鷹施中学校体育館耐震補強工事
（電気設備）

都市計画課 田家 H27.1.30 13,110,000 指名 落札 ㈲永森電工 12,580,000
㈲アワラ電設 大平電設 ㈱SALVA 高島
電機商会 大上戸電気㈱ ㈲中井電機 ㈲
永森電工

※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。


