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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10月1日～平成26年10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

2014000714 H26.10.7 新幹線駅東口交通広場舗装工事 新幹線交通政策課 若栗 H26.12.19 39,900,000 一般 落札 ㈱新興 39,300,000 ㈱新興　㈱新川マリン

2014000715 H26.10.7
黒部宇奈月温泉駅西側連絡通路附
帯施設工事

新幹線交通政策課 荻生 H26.12.19 14,670,000 一般 落札 ㈱新川マリン 14,500,000
㈲有倉建設　㈱角井建設　㈱新川マリン
㈱晴柀工業

2014000875 H26.10.14 市道石田駅立野線道路改良工事 建設課 石田 H26.12.26 2,766,000 指名
不落随

契
㈱谷口工務店 2,760,000

㈱五常 桜井建設㈱ ㈱谷口工務店 宮崎
建設㈱ 山田建設㈱

水34 H26.10.16
水道普及促進事業　8-4号線外１路
線配水管布設工事

工務課 三日市 H26.12.19 2,680,000 指名 落札 mou 2,650,000
飛騨配管工業㈱ 吉枝工業㈱ 米島商会
加道川工業 mou

20140000909 H26.10.20 市道石田駅立野線消雪付帯工事 建設課 石田 H26.12.26 2,777,000 指名 落札 桜井建設㈱ 2,750,000
朝倉建設㈱ ㈱五常 桜井建設㈱ 宮崎建
設㈱ ㈲村椿工業

2014000744 H26.10.21
黒部市総合体育ｾﾝﾀｰ急速充電器設
備工事

生涯学習スポーツ課 石田 H27.1.30 5,550,000 指名 落札 ㈲中井電機 5,400,000
㈱中西電気　中西電業㈱　本島電器総
業㈱　㈲中井電機　㈲松井電気商会　㈲
川端電気　大懸電機商会

2014000787 H26.10.21 市道荻生若栗線他舗装工事 新幹線交通政策課 若栗 H26.12.26 17,000,000 指名 落札 此川建設㈱ 16,900,000
桜井建設㈱ 共和土木㈱ 此川建設㈱ ㈱
新興

2014000797 H26.10.21 浦山交流ｾﾝﾀｰ外構工事 区画整理課 宇奈月町浦山 H27.1.30 7,790,000 指名 落札 ㈲紅粉建設 7,700,000
㈱角井建設 森内建設㈱ ㈲野村建設 熊
野土建㈱ ㈲紅粉建設 中村組 拓新工業

2014000810 H26.10.21
国道8号ﾊﾞｲﾊﾟｽ関連（中新工区）整
備工事

建設課 大布施 H27.1.30 8,120,000 指名 落札 平野建設 7,950,000
第一建設㈱ ㈱黒部重機 ㈱谷口工務店
㈱北陸体育施設 平野建設 田村工業 ㈱
籠瀬運輸

2014000811 H26.10.21
市道新堂中新線1期（植木工区）交
差点舗装工事

建設課 大布施 H26.12.25 7,487,000 指名 落札 夏野土木工業㈱ 7,400,000
桜井建設㈱ 共和土木㈱ 此川建設㈱ 夏
野土木工業㈱

2014000812 H26.10.21
市道新堂中新線2期区画線設置工
事

建設課 大布施 H27.2.20 6,770,000 指名 落札 ㈱アイズ総合 6,700,000
北陸機材㈱黒部営業所 日本交通興業
㈱ ㈱アイズ総合 ㈱陽光興産 交通企画
㈱

※入札(随意契約)結果は、黒部市役所黒部庁舎２階無線室入口でご覧になることができます。
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2014000818 H26.10.21 新幹線駅第4，6駐車場舗装工事 新幹線交通政策課 若栗・荻生 H26.12.19 42,850,000 指名 落札 桜井建設㈱ 42,300,000
㈱音沢土建　共和土木㈱　此川建設㈱
桜井建設㈱　㈱新興

2014000821 H26.10.21
新幹線駅東口交通広場他誘導ｻｲﾝ
整備工事（その2）

新幹線交通政策課 若栗・荻生 H27.2.20 13,530,000 指名 落札 交通設備㈱ 13,300,000
北陸機材㈱黒部営業所 日本交通興業
㈱ 交通設備㈱ 道路施設㈱ ㈱陽光興産

2014000829 H26.10.21 桜井中学校校舎外壁落下防止工事 学校教育課 前沢 H26.12.26 5,679,000 指名 落札 森内建設㈱ 5,600,000
平野工務店㈱　森内建設㈱　㈱新興　松
倉建設㈱　坂口建設㈱　㈱新川マリン
㈱澤田土建

2014000833 H26.10.21
病院関係（天神新地区）排水路改修
工事

建設課 石田 H27.1.30 6,789,000 指名 落札 村井鉄工所 6,650,000
田村工業　㈲飯田建設　村井鉄工所　㈱
籠瀬運輸　㈲村椿工業　AEC　TECH㈱
野村建設㈱

2014000834 H26.10.21
市道椚町桜井高校線外1路線道路
改良工事

建設課 三日市・前沢 H26.12.25 4,760,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 4,700,000
田村工業　此川工設㈱　拓新工業　竹中
建設㈱　村井鉄工所　野村建設㈱　朝倉
建設㈱

2014000835 H26.10.21
市道三日市出島線道路改良（その
2）工事

建設課 大布施 H27.3.16 8,228,000 指名 落札 ㈱籠瀬運輸 8,100,000
第一建設㈱　㈱黒部重機　大平工業㈱
山田建設㈱　平野建設　田村工業　㈱籠
瀬運輸

2014000837 H26.10.21 宮野運動公園駐車場舗装工事 都市計画課 前沢 H26.12.10 11,850,000 指名 落札 桜井建設㈱ 11,600,000
共和土木㈱ 此川建設㈱ 坂口建設㈱ 桜
井建設㈱ 松倉建設㈱

2014000838 H26.10.21 生地地内消雪配管布設工事 建設課 生地 H26.12.15 4,840,000 指名 不調
富士管機工業　黒部エムテック㈱　丸田
工業㈱　㈲宮崎住設　富山管工㈱　協進
工業㈱

2014000843 H26.10.21
市道浦山27号線外1路線消雪送水
管布設工事

建設課 宇奈月町浦山 H26.12.15 8,678,000 指名 落札 富山管工㈱ 8,550,000
富士管機工業 黒部エムテック㈱ ㈲宮崎
住設 富山管工㈱ 協進工業㈱ ㈲丸さく

下53 H26.10.21
三日市処理分区965路線管渠布設
工事

工務課 三日市 H26.12.19 4,576,000 指名 落札 村井鉄工所 4,450,000
田村工業　㈲飯田建設　竹中建設㈱　村
井鉄工所　㈱籠瀬運輸　㈲村椿工業

2014000917 H26.10.22 市道西町中坪線道路改良工事 建設課 若栗 H27.3.10 2,777,000 指名 落札 東光エキスプレス㈱ 2,700,000
竹中建設㈱ ㈱田中建設 東光エキスプレ
ス㈱ 西尾建設 ㈲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階無線室入口でご覧になることができます。
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2014000895 H26.10.24 宮野運動公園駐車場トイレ改修工事 都市計画課 前沢 H26.12.26 2,757,000 指名 落札 森内建設㈱ 2,750,000
桜井建設㈱　平野工務店㈱　宮崎建設
㈱　森内建設㈱

下56 H26.10.28
田家農業集落排水事業56-1路線管
渠布設工事

工務課 田家 H27.1.30 2,600,000 指名 落札 田村工業 2,550,000
田村工業 平野建設 宮崎建設㈱ 村井鉄
工所 山田建設㈱

2014000959 H26.10.30
市道消雪ノズル外調整（その８）業務
委託

建設課 宇奈月町愛本 H27.3.30 3,091,000 指名 落札 東栄土木㈱ 3,080,000

大高建設㈱ ㈱音沢土建 熊野土建㈱ 此
川建設㈱ 此川工設㈱ 東栄土木㈱ 富山
管工㈱ 中村組 北陸水道工業㈱ 吉枝工
業㈱

2014000960 H26.10.30
市道消雪ノズル外調整（その９）業務
委託

建設課 宇奈月町下立 H27.3.27 4,090,000 指名 落札 此川工設㈱ 4,070,000

大高建設㈱ ㈱音沢土建 熊野土建㈱ 此
川建設㈱ 此川工設㈱ 東栄土木㈱ 富山
管工㈱ 中村組 北陸水道工業㈱ 吉枝工
業㈱

2014000961 H26.10.30
市道消雪ノズル外調整（その10）業
務委託

建設課 宇奈月町浦山 H27.3.30 3,638,000 指名 落札 北陸水道工業㈱ 3,630,000

大高建設㈱ ㈱音沢土建 熊野土建㈱ 此
川建設㈱ 此川工設㈱ 東栄土木㈱ 富山
管工㈱ 中村組 北陸水道工業㈱ 吉枝工
業㈱

※入札(随意契約)結果は、黒部市役所黒部庁舎２階無線室入口でご覧になることができます。


