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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9月1日～平成26年9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

下46 H26.9.3
三日市処理分区1084-2路線舗装復
旧工事

工務課 三日市・荻生 H26.10.20 2,706,000 指名 落札 桜井建設㈱ 2,650,000 共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱

2014000587 H26.9.3
市道新堂中新線２期（植木工区）道
路整備その３工事

建設課 大布施 H26.11.28 2,766,000 指名 落札 田村工業 2,700,000
㈲飯田建設　㈱黒部重機　㈱新紀　田村
工業　平野建設

2014000584 H26.9.4
円形シェルターシートスクリーン整備
工事

新幹線交通政策課 若栗 H27.1.16 23,000,000 一般 落札 第一建設㈱ 22,800,000 共和土木㈱　第一建設㈱

2014000593 H26.9.4 地鉄宇奈月温泉駅前広場整備工事 都市計画課 宇奈月温泉 H26.12.22 23,820,000 一般 落札 大高建設㈱ 23,600,000
此川建設㈱　大高建設㈱　㈱新興　㈱音
沢土建

2014000600 H26.9.4
市道新堂中新線2期（堀高工区）道
路整備その2工事

建設課 大布施 H26.11.28 28,380,000 一般 落札 松倉建設㈱ 27,900,000
㈱澤田土建　㈱新川マリン　夏野土木工
業㈱　松倉建設㈱　㈱晴柀工業　中西電
業㈱

2014000605 H26.9.4
宇奈月簡易水道宇奈月第3水源地さ
く井工事

工務課 宇奈月温泉 H27.3.13 37,170,000 一般 不調 　

2014000606 H26.9.4 簡易水道施設遠方監視設備工事 工務課 市内一円 H27.8.31 65,520,000 一般 落札 ㈱ｻﾝｺ- 55,692,000
荏原商事㈱富山支店　㈱柿本商会富山
支店　㈱ｻﾝｺ-　北陸電気工事㈱新川支
店　㈱ﾐﾔｼｹﾞﾃｸﾉ

水29 H26.9.4 上水道施設遠方監視設備工事 工務課 市内一円 H27.8.31 89,440,000 一般 落札 荏原商事㈱富山支店 76,024,000
荏原商事㈱富山支店　㈱柿本商会富山
支店　㈱ｻﾝｺ-　北陸電気工事㈱新川支
店　㈱ﾐﾔｼｹﾞﾃｸﾉ

下45 H26.9.4 下水道施設遠方監視設備工事 工務課 市内一円 H27.3.27 78,694,000 一般 落札 ㈱ｱﾘﾀ富山支店 62,955,000

㈱ｱﾘﾀ富山支店　荏原商事㈱富山支店
㈱柿本商会富山支店　㈱ｻﾝｺ-　㈱ｼﾞｪｽｸ
ﾎﾘｳﾁ富山支店　北陸電気工事㈱新川支
店　㈱ﾐﾔｼｹﾞﾃｸﾉ

2014000751 H26.9.16 三島町排水路改修工事 建設課 三日市 H26.12.25 2,709,000 指名 落札 ㈱新紀 2,670,000
㈱新紀　田村工業　平野建設　村井鉄工
所　㈲村椿工業

2014000756 H26.9.16
音沢１号線消雪水源送水ポンプ取替
工事

建設課 宇奈月町音沢 H26.12.12 2,773,000 指名 落札 ㈱音沢土建 2,730,000
大高建設㈱　㈱音沢土建　此川工設㈱
東栄土木㈱　富山管工㈱

※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。
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2014000761 H26.9.16
明日１号線消雪水源送水ポンプ取替
工事

建設課 宇奈月町愛本 H26.12.12 2,699,000 指名 落札 東栄土木㈱ 2,650,000
大高建設㈱　㈱音沢土建　此川工設㈱
東栄土木㈱　富山管工㈱

2014000671 H26.9.24
都市計画道路前沢植木線橋梁下部
工工事

都市計画課 三日市・大布施 H27.3.20 61,840,000 指名
不落随

契
中山工業㈱ 61,000,000

㈲有倉建設 坂口建設㈱ 桜井建設㈱ ㈱
澤田土建 中西電業㈱ 中山工業㈱ ㈱新
川マリン ㈱晴柀工業 松倉建設㈱ 宮崎
建設㈱

2014000695 H26.9.24
農業基盤整備促進事業古御堂地区
水路改修工事

農林整備課 大布施 H26.12.12 4,320,000 指名 落札 ㈱籠瀬運輸 4,050,000
㈱朝倉組　㈲飯田建設　AEC　TECH㈱
㈱籠瀬運輸　㈱五常　㈲村椿工業

2014000701 H26.9.24
新幹線駅第4，6駐車場施設整備工
事

新幹線交通政策課 荻生・若栗 H26.12.19 18,510,000 指名 落札 交通企画㈱ 18,200,000
交通企画㈱ 交通設備㈱ 道路施設㈱ 日
本交通興業㈱ 北陸機材㈱黒部営業所

2014000705 H26.9.24 市道新堂中新線2期舗装その2工事 建設課 大布施 H26.12.25 44,130,000 指名 落札 共和土木㈱ 43,800,000
共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱
中山工業㈱　夏野土木工業㈱

2014000709 H26.9.24
宇奈月温泉スキー場第一リフト乗場
補修工事

商工観光課 宇奈月温泉 H26.11.28 3,670,000 指名 落札 大高建設㈱ 3,600,000
㈱朝倉組 大高建設㈱ ㈱音沢土建 中村
組 ㈲野村建設

2014000711 H26.9.24 宇奈月麦酒館改修工事 農業水産課 宇奈月町下立 H26.12.19 9,880,000 指名
不落随

契
此川建設㈱ 9,800,000

大高建設㈱　㈱音沢土建　此川建設㈱
㈱新興　平野工務店㈱　森内建設㈱

2014000716 H26.9.24
新幹線駅東口交通広場施設整備工
事（その4）

新幹線交通政策課 若栗 H26.12.12 5,900,000 指名 落札 ㈲丸さく 5,700,000
協進工業㈱ 黒部エムテック㈱ ㈲丸さく
丸田工業㈱ 吉枝工業㈱ 米島商会

2014000719 H26.9.24 市道椚町桜井高校線道路改良工事 建設課 三日市 H26.11.28 3,783,000 指名 不調 　

2014000720 H26.9.24 市道中陣釈迦堂線道路改良工事 建設課 東布施 H26.12.19 3,666,000 指名 落札 ㈱五常 3,620,000
㈱朝倉組　AEC　TECH㈱　㈱籠瀬運輸
此川工設㈱　㈱五常　拓新工業

2014000721 H26.9.24
若栗地区小規模急傾斜地崩壊対策
工事

建設課 若栗 H26.12.19 4,897,000 指名 落札 ㈱田中建設 4,850,000
㈱朝倉組　此川工設㈱　㈱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

※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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水30 H26.9.24
ライフライン機能強化事業　県道沓
掛生地線石綿セメント管改良工事

工務課 村椿 H26.12.10 7,594,000 指名 落札 協進工業㈱ 7,500,000
協進工業㈱ 黒部エムテック㈱ 北陸水道
工業㈱ 丸田工業㈱ ㈲宮崎住設 米島商
会

水32 H26.9.24 荻生地内農道　配水管改良工事 工務課 荻生 H26.12.10 3,557,000 指名 落札 ㈲中谷配管工業 3,450,000
武隈鉄工㈱ ㈲中谷配管工業 ㈲丸さく
吉枝工業㈱ 米島商会

下47 H26.9.24
特環処理分区900外2路線圧送管渠
布設工事

工務課 荻生 H26.12.10 6,613,000 指名 落札 北陸水道工業㈱ 6,550,000
協進工業㈱ 黒部エムテック㈱ 北陸水道
工業㈱ ㈲丸さく 丸田工業㈱ ㈲宮崎住
設

2014000772 H26.9.24
黒部市総合体育センター　空調冷温
水用電磁流計自動制御機器等更新
工事

生涯学習スポーツ課 堀切 H26.11.28 2,668,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 2,600,000
富士管機工業　㈲宮崎住設　mou 吉枝
工業㈱　米島商会

2014000773 H26.9.24
黒部市総合体育センター　冷温水機
高温再生器後部煙室組立交換工事

生涯学習スポーツ課 堀切 H26.11.28 2,670,000 指名 落札 富士管機工業 2,590,000
富士管機工業　㈲宮崎住設　mou 吉枝
工業㈱　米島商会

2014000774 H26.9.24
黒部市総合体育センター　冷却塔軸
受け及び湧水ポンプ交換工事

生涯学習スポーツ課 堀切 H26.11.28 2,637,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 2,570,000
富士管機工業　㈲宮崎住設　mou 吉枝
工業㈱　米島商会

2014000813 H26.9.26
市道新堂中新線１期案内標識設置
工事

建設課 大布施 H27.2.20 2,777,000 指名 落札
北陸機材㈱　黒部営
業所

2,700,000
交通設備㈱　日本交通興業㈱ 北陸機材
㈱黒部営業所

2014000653 H26.9.30
市道新幹線駅東口広場他1路線道
路附帯施設整備工事

新幹線交通政策課 若栗 H26.12.10 101,500,000 一般 落札 桜井建設㈱ 101,000,000 桜井建設㈱

2014000654 H26.9.30 市道舌山栗林線連絡通路新築工事 新幹線交通政策課 若栗 H26.12.19 31,200,000 一般 落札 桜井建設㈱ 31,000,000 桜井建設㈱

※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。


