
入札日：平成22年10月11日　～　平成22年11月10日 価格は消費税抜き
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479 H22.10.12 市道愛川線道路改良工事 建設課 荻生 H22.12.10 2,597,000 指名 落札 ㈲勇貴工業 2,500,000
田村工業　平野建設　㈲勇貴工業　東光エキス
プレス㈱　西尾建設

483 H22.10.14
新幹線新駅東公園詳細設計
業務委託

新幹線交通
政策課

若栗 H23.3.10 2,622,000 指名 落札
㈱日本海コン
サルタント富山
支店

2,600,000
北建コンサル㈱ ㈱国土開発センター ㈱新日本
コンサルタント ㈱上智 ㈱日本海コンサルタント
㈱協和

488 H22.10.14
新幹線新駅駐車場用地造成
工事（その２）

新幹線交通
政策課

若栗 H22.12.20 2,848,000 指名 落札
東光エキスプレ
ス㈱

2,680,000
㈲エスケイ 東光エキスプレス㈱ 西尾建設 ㈲勇
貴工業 村井鉄工所 拓新工業 森田組

526 H22.10.18 宮野墓地公園舗装工事 都市計画課 前沢 H22.11.30 2,570,000 指名 落札 桜井建設㈱ 2,500,000 共和土木㈱ 桜井建設㈱ ㈱新興

428 H22.10.19
市道石田駅立野線側溝改良
工事

建設課 石田 H22.12.10 3,040,000 指名 落札 山田建設㈱ 3,000,000
平野建設　㈱北陸体育施設　田村工業　山田建
設㈱　㈲村椿工業　㈱辻建設

470 H22.10.19
市道新堂中新線道路舗装工
事

建設課 大布施 H22.11.30 4,000,000 指名 落札 此川建設㈱ 3,900,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱　㈱新興
富山工業㈱

466 H22.10.19 中央小学校体育館解体工事 都市計画課 大布施 H23.2.15 25,110,000 指名 落札
㈲山下重機建
設

23,800,000

此川建設㈱　大高建設㈱　東栄土木㈱　夏野土
木工業㈱　㈱新興　桜井建設㈱　共和土木㈱
㈲山下重機建設　新川インダストリ㈱　東光エ
キスプレス㈱　㈱音沢土建

468 H22.10.19 中央小学校外構工事 都市計画課 大布施 H23.3.25 18,470,000 指名 落札 共和土木㈱ 18,000,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　大高建設㈱　此川建
設㈱　㈱新興　富山工業㈱　東栄土木㈱

480 H22.10.19
黒部市学校給食センター舗装
工事

都市計画課 前沢 H22.12.15 6,800,000 指名 落札 桜井建設㈱ 6,600,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　大高建設㈱　此川建
設㈱　㈱新興　富山工業㈱　東栄土木㈱

481 H22.10.19
電源立地地域対策交付金事
業　宇奈月簡易水道県道朝
日宇奈月線配水管改良工事

工務課
宇奈月
温　泉

H22.12.3 8,900,000 指名 落札 富山管工㈱ 8,200,000
黒部エムテック㈱ 富士管機工業 ㈲中谷配管工
業 ㈲宮崎住設 米島商会 富山管工㈱ 協進工
業㈱

下36 H22.10.26
黒部浄化センターNO.2汚泥
脱水機修繕

工務課 石田 H22.12.10 4,900,000 指名 落札
石垣メンテナン
ス㈱大阪支店

4,700,000
石垣メンテナンス㈱大阪支店 荏原エンジニアリ
ングサービス㈱ 日本ヘルス工業㈱富山営業所
㈱富士技研

509 H22.10.28 県単村椿地内水路改修工事 農林整備課 村椿 H23.3.10 4,280,000 指名
不落
随契

㈲村椿工業 4,250,000
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

518 H22.10.28
1号水路C（No.7～No.9）設置
工事

区画整理課 三日市 H23.1.31 6,510,000 指名 落札 ㈱澤田土建 6,500,000
平野建設 田村工業 ㈲勇貴工業 山田建設㈱ 村
井鉄工所 ㈱澤田土建 中山工業㈱ 朝倉建設㈱

519 H22.10.28
幹線排水路（No.10～No11)設
置工事

区画整理課 三日市 H23.1.31 4,980,000 指名 落札 中山工業㈱ 4,900,000
平野建設 田村工業 ㈲勇貴工業 山田建設㈱ 村
井鉄工所 ㈱澤田土建 中山工業㈱ 朝倉建設㈱

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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水28 H22.10.28
国道8号バイパス整備に伴う
金屋地内水道管移設工事（そ
の2）

工務課 大布施 H22.11.26 3,080,000 指名 落札 武隈鉄工㈱ 3,000,000 ㈲丸さく  武隈鉄工㈱  飛弾配管工業㈱  mou

482 H22.11.4
宮野運動公園野球場グランド
改修工事

都市計画課 前沢 H23.3.25 19,000,000 一般 落札 松倉建設㈱ 18,200,000
松倉建設㈱ 共和土木㈱ ㈱新興 桜井建設㈱
坂口建設㈱ ㈱音沢土建 中西電業㈱ 第一建設
㈱ ㈱稗田組 夏野土木工業㈱

※ 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。


