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平成27度　入札結果情報 250万円以上 入札日：平成27年8月1日～平成27年8月31日 ※価格は消費税抜き
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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
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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

水33 H27.8.3 大町地区付替給水工事 工務課 三日市 H27.11.10 2,580,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 2,550,000
飛騨配管工業㈱、丸田工業㈱、吉枝工
業㈱、米島商会

201500483 H27.8.4
高志野中学校体育館外構工事（土
木）

都市計画課 大布施 H27.12.10 19,030,000 一般 落札 共和土木㈱ 18,800,000
共和土木㈱、第一建設㈱、中山工業㈱、
㈱音沢土建、㈱澤田土建、㈱黒部重機、
平野建設、松倉建設、中西電業㈱

下40 H27.8.4
特環処理分区727外5路線管渠布設
工事

工務課 村椿 H27.11.10 18,230,000 一般 落札 第一建設㈱ 17,500,000
第一建設㈱、中山工業㈱、㈱澤田土建、
㈱黒部重機

下42 H27.8.4
特環処理分区871-4外2路線管渠布
設工事

工務課 若栗 H27.11.10 16,700,000 一般 落札 ㈱音沢土建 16,300,000

中山工業㈱、西尾建設、㈱音沢土建、竹
中建設㈱、㈱新川マリン、㈱澤田土建、
㈱新興、松倉建設㈱、㈲有倉建設、㈱田
中建設

水34 H27.8.18
水道普及促進事業県道石田前沢線
配水管布設工事

工務課 石田 H27.11.10 3,353,000 指名 落札 ㈲中谷配管工業 3,250,000
㈲中谷配管工業、飛騨配管工業㈱、富
士管機工業、㈲宮崎住設、mou、米島商
会

下49 H27.8.18
特環処理分区758-1外3路線舗装復
旧工事

工務課 村椿 H27.12.15 8,320,000 指名 落札 共和土木㈱ 8,100,000
共和土木㈱、此川建設㈱、桜井建設㈱、
夏野土木工業㈱

2015000578 H27.8.18
宇奈月簡易水道宇奈月第3水源地
機械・電気設備実施設計業務委託

工務課 宇奈月温泉 H28.3.15 6,900,000 指名 落札
㈱東洋設計新川営業
所

6,900,000

㈱ＮＪＳ富山出張所、㈱国土開発セン
ター東部営業所、㈱東洋設計新川営業
所、㈱日水コン北陸事務所、日本水工設
計㈱富山事務所

2015000534 H27.8.18 市道金屋1号線道路改良工事 建設課 大布施 H27.11.10 4,910,000 指名 落札 平野建設 4,800,000
㈲飯田建設、ＡＥＣＴＥＣＨ㈱、㈱籠瀬運
輸、田村工業、東光エキスプレス㈱、平
野建設、山田建設㈱

2015000557 H27.8.18 市道金屋栃沢線道路改良工事 建設課 大布施 H27.11.30 3,851,000 指名 落札 ㈱籠瀬運輸 3,800,000
㈲飯田建設、㈱籠瀬運輸、㈱五常、拓新
工業、田村工業、㈲村椿工業

2015000572 H27.8.18 市道沓掛7号線道路改良工事 建設課 大布施 H27.11.30 5,067,000 指名 落札 五代興業㈱ 4,360,000
㈱籠瀬運輸、五代興業㈱、拓新工業、田
村工業、東光エキスプレス㈱、平野建
設、村井鉄工所

2015000575 H27.8.18
区画道路6-11号線外1路線（23街
区）道路改良工事

区画整理課 三日市 H27.10.30 3,924,000 指名 落札 村井鉄工所 3,850,000
㈲飯田建設、ＡＥＣＴＥＣＨ㈱、東光エキス
プレス㈱、村井鉄工所、㈲村椿工業、山
田建設㈱

※入札（随意契約）結果は、黒部市役所黒部庁舎２階無線室前の建設工事入札結果掲示板に掲示しています。
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2015000582 H27.8.18 市道音沢10号線道路改良工事 建設課 宇奈月町音沢 H27.11.30 6,573,000 指名 落札 ㈲野村建設 6,500,000
㈱朝倉組、㈲エスケイ、五代興業㈱、拓
新工業、野村建設㈱、㈲野村建設

2015000573 H27.8.18 宇奈月温泉地内防火水槽補修工事 建設課 宇奈月温泉 H27.11.30 9,205,000 指名 落札 大高建設㈱ 8,950,000
㈱朝倉組、大高建設㈱、㈱音沢土建、東
栄土木㈱、中村組、㈲野村建設

2015000580 H27.8.18 寺坪地区排水路整備工事 農林整備課 荻生 H27.11.27 13,800,000 指名 落札 ㈱晴柀工業 13,600,000
大平工業㈱、㈱角井建設、㈱新紀、㈱谷
口工務店、㈱晴柀工業、平野建設、森内
建設㈱

2015000549 H27.8.18 宮沢地区水路改修工事（その2） 農林整備課 前沢 H27.11.27 7,600,000 指名 落札 村井鉄工所 7,500,000
朝倉建設㈱、ＡＥＣＴＥＣＨ㈱、大平工業
㈱、㈱谷口工務店、中村組、宮崎建設
㈱、村井鉄工所

2015000548 H27.8.18 市道西町両瀬線路肩改良工事 建設課 若栗 H27.11.30 9,552,000 指名 落札 西尾建設 9,400,000
熊野土建㈱、竹中建設㈱、㈱田中建設、
東光エキスプレス㈱、西尾建設、㈲野村
建設、㈲山下重機建設

2015000533 H27.8.18 市道西町中坪線道路改良工事 建設課 若栗 H27.11.30 9,987,000 指名 落札 東光エキスプレス㈱ 9,750,000
㈱朝倉組、竹中建設㈱、㈱田中建設、東
光エキスプレス㈱、西尾建設、㈱晴柀工
業、㈲山下重機建設

2015000409 H27.8.19
桜井中学校校舎新築工事（建築主
体）

都市計画課 前沢 H29.7.31 1,623,900,000 一般 落札
前田建設工業・桜井
建設・共和土木ＪＶ

1,395,000,000
熊谷組・大高建設ＪＶ、前田建設工業・桜
井建設・共和土木ＪＶ

2015000410 H27.8.19
桜井中学校校舎新築工事（電気設
備）

都市計画課 前沢 H29.7.31 171,500,000 一般 落札
中西電気・中西電業Ｊ
Ｖ

144,000,000
中西電気・中西電業ＪＶ、北陸電気工事・
アワラ建設ＪＶ

2015000411 H27.8.19
桜井中学校校舎新築工事（機械設
備）

都市計画課 前沢 H29.7.31 251,900,000 一般 落札
吉枝工業・北陸水道
工業ＪＶ

251,800,000
富士管機工業・宮崎住設ＪＶ、吉枝工業・
北陸水道工業ＪＶ

2015000406 H27.8.19 黒瀬川発電所水圧管路工事 農林整備課 若栗 H28.6.10 243,900,000 一般 落札 桜井・新興ＪＶ 209,580,000

大高建設・音沢土建ＪＶ、共和土木・新川
マリンＪＶ、桜井・新興ＪＶ、第一建設・中
山工業ＪＶ、夏野・中西ＪＶ、松倉建設・此
川建設ＪＶ

下48 H27.8.26
特環処理分区870外3路線管渠布設
工事

工務課 若栗 H27.12.10 18,200,000 一般 落札 ㈱新興 17,780,000

此川建設㈱、坂口建設㈱、㈱新興、㈱音
沢土建、㈲紅粉建設、㈲有倉建設、西尾
建設、㈱新川マリン、㈱澤田土建、松倉
建設㈱、中西電業㈱、竹中建設㈱、㈱田
中建設

※入札（随意契約）結果は、黒部市役所黒部庁舎２階無線室前の建設工事入札結果掲示板に掲示しています。
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2015000681 H27.8.27
林道別又僧ヶ岳線路肩改良工事(そ
の1)

都市計画課 宇奈月温泉 H27.11.10 2,690,000 指名 落札 中村組 2,640,000
㈱朝倉組、大高建設㈱、五代興業㈱、中
村組、野村建設㈱、㈲野村建設

2015000682 H27.8.27
林道別又僧ヶ岳線路肩改良工事(そ
の2）

建設課 宇奈月温泉 H27.11.10 2,700,000 指名 落札 中村組 2,650,000
㈱朝倉組、大高建設㈱、五代興業㈱、中
村組、野村建設㈱、㈲野村建設

※入札（随意契約）結果は、黒部市役所黒部庁舎２階無線室前の建設工事入札結果掲示板に掲示しています。


