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706 H23.1.21
宮野用水発電所水車・発電
機等制作据付工事

農林整備課 内山 H24.1.31 249,800,000 指名 落札 田中水力㈱ 188,000,000
三菱電機プラントエンジニアリング㈱　　荏原商
事㈱　　㈱明電舎　　田中水力㈱　　日本小水力
発電㈱　　日本工営㈱

729 H23.1.31
市道新黒部駅前線舗装工事
（その２）

新幹線交通
政策課

若栗 H23.3.25 8,150,000 指名 落札 ㈱新興 8,000,000
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㈱

720 H23.1.31
市道新堂中新線道路舗装工
事（その４）

建設課 大布施 H23.3.25 9,320,000 指名 落札 此川建設㈱ 9,200,000
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㈱

718 H23.1.31
黒部消防庁舎造成工事（その
２）

都市計画課 大布施 H23.3.25 4,449,000 指名 落札 田村工業 4,380,000
平野建設　㈱北陸体育施設　西尾建設　田村工
業　㈱谷口工務店　㈲飯田建設　㈲村椿工業

水46 H23.1.31
県道黒部宇奈月線道路改良
工事に伴う水道管移設工事

工務課 荻生 H23.3.18 5,400,000 指名 落札
北陸水道工業
㈱

5,150,000
吉枝工業㈱　黒部エムテック㈱　北陸水道工業
㈱　㈲中谷配管工業　米島商会　富山管工㈱

水47 H23.1.31
水道普及促進事業　県道黒
部宇奈月線配水管布設工事

工務課 荻生 H23.3.18 4,010,000 指名 落札
飛弾配管工業
㈱

3,370,000
㈲丸さく　武隈鉄工㈱　飛弾配管工業㈱　mou
トーヨー設備

水48 H23.1.31
水道普及促進事業　市道長
屋長正寺線配水管布設工事

工務課 荻生 H23.3.18 3,370,000 指名 落札 加道川工業 3,180,000
㈲丸さく　加道川工業　武隈鉄工㈱　トーヨー設
備　㈲山崎配管工業

水49 H23.1.31
水道普及促進事業　五十里
地区農道配水管布設工事

工務課 大布施 H23.3.18 6,790,000 指名 落札 協進工業㈱ 6,450,000
吉枝工業㈱　黒部エムテック㈱　丸田工業㈱
富士管機工業　㈲宮崎住設　米島商会　協進工
業㈱

水51 H23.1.31
水道普及促進事業　市道中
新西小路線外１路線配水管
布設工事

工務課 大布施 H23.3.18 8,750,000 指名 落札
㈲中谷配管工
業

8,250,000
吉枝工業㈱　丸田工業㈱　北陸水道工業㈱　富
士管機工業　㈲中谷配管工業　㈲宮崎住設　協
進工業㈱

水52 H23.1.31
水道普及促進事業　市道堀
切９号線配水管布設工事

工務課 石田 H23.3.18 3,280,000 指名 落札
飛弾配管工業
㈱

3,100,000
加道川工業　武隈鉄工㈱　飛弾配管工業㈱
mou　㈲山崎配管工業

水56 H23.1.31
ライフライン機能強化事業
市道両瀬川端線外３路線舗
装本復旧工事

工務課 若栗 H23.3.18 11,857,000 指名 落札 桜井建設㈱ 11,300,000
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㈱

水58 H23.1.31
ライフライン機能強化事業
市道長屋西小路外１路線舗
装本復旧工事

工務課 荻生 H23.3.18 4,651,000 指名 落札 ㈱新興 4,450,000
大高建設㈱　此川建設㈱　㈱新興　富山工業㈱
東栄土木㈱

水60 H23.1.31
ライフライン機能強化事業
県道福平石田線線舗装本復
旧（その２）工事

工務課 石田 H23.3.18 3,642,000 指名 落札 共和土木㈱ 3,450,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　大高建設㈱　富山工
業㈱　東栄土木㈱
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下74 H23.1.31
三日市処理分区1064-3外１
路線管渠布設工事

工務課
三日市・

荻生
H23.3.14 7,670,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 7,450,000

㈱晴柀工業　㈱澤田土建　㈱新川マリン　森内
建設㈱　㈱田中建設　㈱角井建設　中山工業㈱
朝倉建設㈱　森内建設㈱　㈲紅粉建設　㈲山下
重機建設　㈲勇貴工業

下76 H23.1.31
三日市処理分区1061-4外３
路線管渠布設工事

工務課 荻生 H23.3.14 12,620,000 指名 落札 ㈱晴柀工業 11,850,000

㈱晴柀工業　㈱新川マリン　森内建設㈱　熊野
土建㈱　㈱田中建設　㈱角井建設　朝倉建設㈱
中村組　大平工業㈱　㈱朝倉組　㈲野村建設
㈲勇貴工業

下77 H23.1.31
特環処理分区1063-3路線管
渠布設工事

工務課 荻生 H23.3.14 3,700,000 指名 落札 ㈲勇貴工業 3,700,000
西尾建設　拓新工業　㈲勇貴工業　東光エキス
プレス㈱　此川工設㈱　森田組

下78 H23.1.31
三日市処理分区市道前沢三
日市線舗装復旧工事

工務課 三日市 H23.3.18 4,510,000 指名 落札 共和土木㈱ 4,400,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　大高建設㈱　此川建
設㈱　東栄土木㈱

763 H23.2.1 高橋川仮歩道橋設置工事 建設課 大布施 H23.3.21 2,800,000 指名 落札 田村工業 2,700,000
田村工業 平野建設 村井鉄工所 ㈲勇貴工業
㈲飯田建設

774 H23.2.1
市道新堂中新線基盤整備工
事

建設課 大布施 H23.3.25 2,720,000 指名 落札 平野建設 2,650,000
㈲飯田建設 田村工業 平野建設 ㈲村椿工業
㈲勇貴工業

780 H23.2.8
宇奈月小学校通学路整備工
事

農林整備課 下立 H23.3.22 5,360,000 一般 落札 此川工設㈱ 5,200,000
拓新工業　㈲明和建設　東光エキスプレス㈱
野村建設　此川工設㈱　森田組　此川建設㈱

719 H23.2.8
入善黒部バイパスに伴う埋蔵
文化財発掘調査委託　堀切
遺跡H区の塚

生涯学習ス
ポーツ課

石田 H23.3.16 2,688,000 指名 落札
㈱アーキジオ
富山

2,680,000
㈱アーキジオ 朝日航洋㈱ ㈱イビソク ㈱国土開
発センター ㈱新日本コンサルタント ㈱上智 ㈱
太陽測地社 日本海航測㈱ ㈱パスコ

※ 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。


