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入札参加業者 摘要

284 H22.8.12
堀切地下道冠水警報装置設
置工事

建設課 石田 H23.2.25 8,540,000 指名 落札 ㈱中西電気 7,800,000
北陸通信工業㈱　中西電業㈱㈱中西電気北陸機
材㈱池田電設興業㈱

325 H22.8.12
市道新堂中新線道路改良工
事

建設課 大布施 H22.10.29 9,200,000 指名 落札 桜井建設㈱ 8,800,000
大高建設㈱　此川建設㈱　富山工業㈱　東栄土木
㈱　㈱新興　共和土木㈱　桜井建設㈱

330 H22.8.12
内生谷地区小規模急傾斜地
崩壊対策工事

建設課 東布施 H22.11.12 5,170,000 指名 落札 ㈱谷口工務店 5,100,000
西尾建設 山田建設㈱ ㈱谷口工務店 東光エキス
プレス㈱ 村井鉄工所 ㈱辻建設 ㈱丸田組

332 H22.8.12 市道生地荒俣線舗装工事 建設課 村椿 H22.10.29 8,900,000 指名 落札 共和土木㈱ 8,300,000
大高建設㈱ 此川建設㈱ 富山工業㈱ 東栄土木㈱
㈱新興 共和土木㈱ 桜井建設㈱

111 H22.8.12
市民会館機械室アスベスト除
去工事

都市計画課 三日市 H22.11.30 7,714,000 指名 落札
夏野土木工業
㈱

7,550,000
大高建設㈱　東栄土木㈱　夏野土木工業㈱　㈱新
興　桜井建設㈱　共和土木㈱　㈱音沢土建

340 H22.8.12
石田こども園廊下・遊戯室床改
修工事

都市計画課 石田 H22.12.20 6,370,000 指名
不落
随契

㈱辻建設 6,300,000
平野工務店㈱ ㈱辻建設 ㈲間部建設 ㈱匠建設 ㈲
幹工房

341 H22.8.12 田家保育所廊下床改修工事 都市計画課 田家 H22.12.20 3,930,000 指名 落札 ㈱辻建設 3,850,000 ㈱新興 ㈱辻建設 熊野土建㈱ ㈲幹工房

356 H22.8.12
宇奈月公園修景施設整備工
事

都市計画課
宇奈月
温　泉

H22.11.30 2,834,000 指名 落札 ㈱佐々木組 2,750,000
此川工設㈱　㈱佐々木組　拓新工業　野村建設
㈲明和建設　森田組

367 H22.8.12
宇奈月公園給水施設整備工
事

都市計画課
宇奈月
温　泉

H22.11.30 2,815,000 指名 落札 ㈱佐々木組 2,750,000
此川工設㈱　㈱佐々木組　拓新工業　野村建設
㈲明和建設　森田組

339 H22.8.20
村椿地区学童保育室新設工
事

都市計画課 村椿 H23.1.20 8,729,000 指名 落札 ㈲間部建設 8,670,000
此川建設㈱ 熊野土建㈱ ㈱匠建設 ㈲間部建設 村
井鉄工所 ㈲有倉建設

387 H22.8.24
都市計画道路前沢植木線改
良工事（その８）

都市計画課 三日市 H22.10.29 2,806,000 指名 落札 田村工業 2,780,000
田村工業　平野建設　㈲飯田建設　村井鉄工所
㈲勇貴工業

365 H22.8.26 新幹線関連道路改良工事 建設課 荻生 H22.12.10 2,820,000 指名 落札 ㈲勇貴工業 2,770,000
東光エキスプレス㈱　西尾建設　㈲勇貴工業　田村
工業　平野建設

275 H22.8.30
宮野用水発電所建設実施設
計業務委託

農林整備課 内山 H23.1.31 19,460,000 指名 落札
北電技術コン
サルタント㈱

16,800,000

北建コンサル㈱ ㈱協和 ㈱建成コンサルタント ㈱
建設技術研究所 ㈱新日本コンサルタント 新和設
計㈱ 大日本コンサルタント㈱ ㈱東洋設計 ㈱日本
海コンサルタント 北電技術コンサルタント㈱ ㈱環
境総合テクノス

344 H22.9.2
市道新黒部駅前線道路築造
工事（その２）

新幹線交通政策課 若栗 H22.12.20 18,140,000 一般 落札 ㈱新興 17,400,000
共和土木㈱　中西電業㈱　松倉建設㈱　東栄土木
㈱　㈱音沢土建　㈱稗田組　第一建設㈱　宮崎建
設㈱　㈲有倉建設　㈱田中建設　㈱新興

346 H22.9.2
市道若栗20号線道路改良工
事

建設課 若栗 H23.3.10 18,750,000 一般 落札 ㈱田中建設 18,000,000

桜井建設㈱　大高建設㈱　共和土木㈱　夏野土木
工業㈱　中西電業㈱　松倉建設㈱　東栄土木㈱
㈱稗田組　第一建設㈱　宮崎建設㈱　㈲有倉建設
㈱田中建設　㈱新興

平成22年度　入札結果情報 250万円以上　

※ 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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385 H22.9.3
阿古屋野連絡道路測量設計
業務委託

建設課 田家 H23.2.25 2,857,000 指名 落札
㈱上智県東部
支店

2,700,000
㈱中田測量コンサル　㈱国土開発センター　㈱協
和　㈱上智　㈱新日本コンサルタント

水15 H22.9.9
下水道工事に伴う寺坪地内農
道水道管移設工事

工務課 荻生 H22.10.15 2,730,000 指名 落札
北陸水道工業
㈱

2,650,000
㈲中谷配管工業　北陸水道工業㈱　丸田工業㈱
吉枝工業㈱　富山管工㈱

406 H22.9.10
市道新堂中新線道路改良工
事（その２）

建設課 大布施 H22.12.22 9,400,000 指名 落札 平野建設 8,960,000
㈱晴柀工業㈱新川マリン㈱澤田土建㈱黒部重機
森内建設㈱㈱角井建設中山工業㈱朝倉建設㈱平
野建設田村工業

405 H22.9.10
黒部市コミュニティーセンター
屋上防水工事

都市計画課 生地 H22.11.30 6,750,000 指名 落札
平井技研株式
会社

6,100,000
松村建工㈱㈱丸協㈱折橋政次郎商店㈱プラテック
ス平井技研株式会社魚津防水㈱㈲後藤防水工業
北陸瀝青工業㈱

水21 H22.9.10
下水道工事に伴う市道荻生2
号線水道管移設工事

工務課 荻生 H22.11.12 6,000,000 指名 落札 丸田工業㈱ 5,780,000
黒部エムテック㈱ 丸田工業㈱ 北陸水道工業㈱ 富
士管機工業 ㈲宮崎住設 富山管工㈱ 協進工業㈱

水22 H22.9.10
漏水対策特別事業荻生地内
農道老朽管更新工事

工務課
荻生・
若栗

H22.11.5 4,200,000 指名 落札 加道川工業 4,000,000 ㈲丸さく 加道川工業 武隈鉄工㈱ トーヨー設備

水23 H22.9.10
中坪配水場配水ポンプ用イン
バーター装置更新工事

工務課 若栗 H22.11.19 9,605,000 指名 落札
㈱東芝北陸支
社

9,000,000
㈱東芝 荏原商事㈱ ㈱サンコー ㈱でんそく 富士機
設工業㈱ ㈱千代田組 ㈱柿本商会

下24 H22.9.10
特環処理分区218路線管渠布
設工事

工務課 大布施 H22.10.29 3,170,000 指名 落札 田村工業 3,120,000
平野建設 ㈱北陸体育施設 田村工業 ㈲勇貴工業
㈲飯田建設 ㈲村椿工業

下25 H22.9.10
特環処理分区936路線管渠布
設工事

工務課 荻生 H22.12.10 8,860,000 指名 落札 森内建設㈱ 8,500,000
㈱晴柀工業 ㈱新川マリン 森内建設㈱ ㈱田中建設
㈱角井建設 ㈲山下重機建設 ㈲勇貴工業

※ 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。


