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863 H22.2.15
市道長屋西小路線舗装補修
工事

建設課 荻生 H22.3.19 2,725,000 指名 落札 共和土木㈱ 2,700,000

862 H22.2.15
市道三日市出島線舗装補修
工事

建設課 大布施 H22.3.19 2,710,000 指名 落札 桜井建設㈱ 2,650,000

806 H22.2.18
国道8号バイパス工事（堀切工
区）に伴う下水道管移設工事

下水道課 石田 H22.3.19 6,520,000 指名 落札 加道川工業 6,400,000

水46 H22.2.18
国道８号バイパス整備に伴う
中新地内水道管移設工事

水道課 大布施 H22.3.26 5,740,000 指名 落札 丸田工業㈱ 5,400,000

805 H22.2.18
国道8号バイパス工事（金屋工
区）に伴う下水道管移設工事
（その１）

下水道課 大布施 H22.3.19 3,080,000 指名 落札 田村工業 3,000,000

849 H22.2.22
特環処理分区1118外2路線舗
装復旧工事

下水道課 大布施 H22.3.19 8,900,000 指名 落札 共和土木㈱ 8,800,000

820 H22.2.22
特環処理分区644路線舗装復
旧工事

下水道課 村椿 H22.3.26 4,220,000 指名 落札 共和土木㈱ 4,150,000

850 H22.2.22
若栗交流センター外構工事
（その２）

新幹線交
通政策課

若栗 H22.3.25 4,060,000 指名 落札 ㈱新興 4,000,000

848 H22.2.22
特環処理分区932外2路線舗
装復旧工事

下水道課
荻生・若

栗
H22.3.19 11,450,000 指名 落札 桜井建設㈱ 11,200,000

847 H22.2.22
特環処理分区956外3路線舗
装復旧工事

下水道課 荻生 H22.3.19 11,650,000 指名 落札 此川建設㈱ 11,450,000

797 H22.2.22
宇奈月国際会館駐車場整備
工事

商工観光
課

宇奈月温
泉

H22.3.29 10,850,000 指名 落札 大高建設㈱ 10,700,000

844 H22.2.22
宇奈月小学校スクールバス待
合所新築工事

都市計画
課

宇奈月町
愛本

H22.3.25 3,140,000 指名 落札 ㈱佐々木土建 3,100,000

865 H22.2.22
都市計画道路　前沢植木線改
良工事（その６）

都市計画
課

三日市 H22.3.25 5,330,000 指名 落札 ㈲勇貴工業 5,230,000
㈱谷口工務店　田村工業　東光エキスプレス㈱　平野
建設　村井鉄工所　㈲勇貴工業　野村建設　㈲明和建
設

平野建設　田村工業　㈲飯田建設　㈲勇貴工業　㈲村
椿工業　㈱北陸体育施設

大高建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱
㈱新興　東栄土木㈱　富山工業㈱

共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱　㈱新興　富山
工業㈱

大高建設㈱　此川建設㈱　㈱新興　東栄土木㈱　富山
工業㈱

大高建設㈱　此川建設㈱　東栄土木㈱　富山工業㈱
共和土木㈱　桜井建設㈱　㈱新興

共和土木㈱　㈱新興　桜井建設㈱　大高建設㈱　此川
建設㈱　東栄土木㈱　富山工業㈱

共和土木㈱　桜井建設㈱　㈱新興　大高建設㈱　此川
建設㈱　東栄土木㈱　富山工業㈱

㈱匠建設　㈲間部建設　村井鉄工所　此川建設㈱　㈱
佐々木土建

共和土木㈱　桜井建設㈱　㈱新興

共和土木㈱　桜井建設㈱　㈱新興

㈲村椿工業　㈱北陸体育施設　平野建設　田村工業
加道川工業　山田建設㈱

吉枝工業㈱　黒部エムテック㈱　丸田工業㈱　富士管
機工業　㈲中谷配管工業　㈲宮崎住設　米島商会　協
進工業㈱
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水48 H22.2.22
水道普及促進事業　新天地区
農道配水管布設工事

水道課 三日市 H22.3.18 3,230,000 指名 落札 mou 2,950,000

水47 H22.2.22
水道普及促進事業　県道沓掛
魚津線配水管布設工事（その
２）

水道課 三日市 H22.3.18 7,280,000 指名 落札 米島商会 7,200,000

861 H22.2.22
桜井中学校耐震診断等業務
委託

学校教育
課

前沢 H22.3.25 10,690,000 指名 落札
㈱押田建築設
計事務所

10,500,000

856 H22.2.22
市内小中学校校内アンテナ配
線・テレビ設置附帯設備工事
（その１）

都市計画
課

生地・村
椿・大布

施
H22.3.29 7,150,000 指名 落札 大懸電機商会 6,080,000

857 H22.2.22
市内小中学校校内アンテナ配
線・テレビ設置附帯設備工事
（その２）

都市計画
課

石田・田
家

H22.3.29 5,430,000 指名 落札 ㈲中井電機 5,300,000

858 H22.2.22
市内小中学校校内アンテナ配
線・テレビ設置附帯設備工事
（その３）

都市計画
課

東布施・
田家・前

沢
H22.3.29 6,200,000 指名 落札 ㈲アワラ電設 6,200,000

859 H22.2.22
市内小中学校校内アンテナ配
線・テレビ設置附帯設備工事
（その４）

都市計画
課

三日市・
前沢

H22.3.29 6,000,000 指名 落札 ㈱中西電気 4,980,000

860 H22.2.22
市内小中学校校内アンテナ配
線・テレビ設置附帯設備工事
（その５）

都市計画
課

荻生・若
栗・宇奈
月町下立

H22.3.29 5,600,000 指名 落札
北陸電気工事
㈱　新川支店

4,690,000

880 H22.2.24
市道愛本新13号線道路改良
工事

建設課
宇奈月町
愛本

H22.3.26 2,462,000 指名 落札 ㈲明和建設 2,400,000

武隈鉄工㈱　トーヨー設備　飛弾配管工業㈱　㈲丸さく
mou　㈲山崎配管工業

黒部エムテック㈱　大上戸電気㈱　㈲アワラ電設　大平
電設　大懸電機商会　㈲川端電気　㈲松井電気商会

黒部エムテック㈱　大上戸電気㈱　大懸電機商会　高
島電機商会　㈲中井電機　㈲松井電気商会

㈲アワラ電設　㈲永森電工　本島電器総業㈱　高島電
機商会　㈲中井電機　池田電設興業㈱　㈲川端電気

㈲アワラ電設　㈱中西電気　中西電業㈱　㈲永森電工
北陸通信工業㈱　　北陸電気工事㈱　　本島電器総業
㈱

大平電設　㈱中西電気　中西電業㈱　北陸通信工業㈱
北陸電気工事㈱　　㈲松井電気商会　池田電設興業㈱

㈲明和建設　野村建設　中村組　此川工設㈱　拓新工
業

㈲中谷配管工業　富士管機工業　北陸水道工業㈱　丸
田工業㈱　㈲宮崎住設　吉枝工業㈱　米島商会

㈱押田建築設計事務所　㈱三四五建築研究所　㈱新
建築設計事務所　㈱鈴木一級建築士事務所　㈱創建
築事務所　㈱中川建築設計事務所　㈱福見建築設計
事務所　㈱創英建築設計事務所
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