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黒病工2 H24.6.25
黒部市民病院新老人保健施設棟電
気設備工事

市民病院
事務局
管財課

三日市 H25.9.30 108,500,000 一般 落札
北陸電気工事・中西
電気JV

108,400,000
黒部エムテック・大上戸JV　北陸電気
工事・中西電気JV  中西電業・松井電
気商会JV

黒病工3 H24.6.25
黒部市民病院新老人保健施設棟機
械設備工事

市民病院
事務局
管財課

三日市 H25.9.30 193,700,000 一般 落札
北陸水道工業・富士
管機工業JV

193,000,000
北陸水道工業・富士管機工業JV　富山
管工㈱・協進工業㈱JV　米島・丸田JV

黒病工
10

H24.7.17
黒部市民病院新老人保健施設棟建
築主体工事

市民病院
事務局
管財課

三日市 H25.9.30 653,200,000 一般 落札 共和・森内JV 650,000,000
共和・森内JV　第一・宮崎JV　桜井・平
野JV　大高・東栄JV

黒病工4 H24.7.17
黒部市民病院新外来診療棟建築主
体工事

市民病院
事務局
管財課

三日市 H29.2.28 3,471,400,000 一般 落札 ㈱熊谷組 3,240,000,000

㈱錢高組　鹿島建設㈱　大成建設㈱
佐藤工業㈱　戸田建設㈱　前田建設工
業㈱　㈱熊谷組　清水建設㈱　五洋建
設㈱　飛島建設㈱

黒病工5 H24.7.17
黒部市民病院新外来診療棟電気設
備工事

市民病院
事務局
管財課

三日市 H29.2.28 951,600,000 一般 落札
北陸電気工事・中西
電気JV

951,000,000 北陸電気工事・中西電気JV

黒病工6 H24.7.17
黒部市民病院新外来診療棟機械設
備工事

市民病院
事務局
管財課

三日市 H29.2.28 2,335,600,000 一般 落札
菱機工業・吉枝工業
JV

2,330,000,000
菱機工業・吉枝工業JV　ﾀﾞｲﾀﾞﾝ㈱富山
営業所・北陸水道工業㈱JV　三建・富
士管機JV

174 H24.7.11
田家小学校校舎耐震補強・大規模
改造工事（建築主体）

都市計画課 田家 H25.2.28 147,400,000 一般 落札 宮崎建設㈱ 144,000,000
桜井建設㈱ 宮崎建設㈱ 森内建設㈱
共和土木㈱ 第一建設㈱ 大高建設㈱

175 H24.7.11
田家小学校校舎耐震補強・大規模
改造工事（電気設備）

都市計画課 田家 H25.2.28 32,860,000 一般 落札 中西電業㈱ 28,250,000
中西電業㈱　北陸電気工事㈱　　大上
戸電気㈱

176 H24.7.11
田家小学校校舎耐震補強・大規模
改造工事（機械設備）

都市計画課 田家 H25.2.28 30,630,000 一般 落札 ㈲宮崎住設 30,000,000
富山管工㈱　米島商会　協進工業㈱
㈲宮崎住設　吉枝工業㈱　北陸水道工
業㈱　富士管機工業

109 H24.7.3
黒部市総合体育ｾﾝﾀｰ床面等改修
工事

生涯学習
スポーツ課

石田 H24.10.31 11,120,000 指名 落札 桜井建設㈱ 10,900,000
桜井建設㈱ 共和土木㈱ 第一建設㈱
宮崎建設㈱ 平野工務店㈱ 夏野土木
工業㈱
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180 H24.7.3 新幹線駅西駐車場整備工事 新幹線交通政策課 荻生 H24.11.30 18,910,000 一般 落札 ㈱新川マリン 18,300,000

㈱新川マリン 中西電業㈱ ㈱晴柀工業
中山工業㈱ ㈱澤田土建 ㈲有倉建設
共和土木㈱ 松倉建設㈱ ㈱音沢土建
第一建設㈱ ㈱新興 夏野土木工業㈱
森内建設㈱ ㈱角井建設 ㈱稗田組

238 H24.7.9
新幹線駅西駐車場照明施設他整備
工事

新幹線交通政策課 荻生 H24.10.5 10,800,000 指名 落札 交通企画㈱ 10,500,000
交通企画㈱ 北陸機材㈱ ㈱アイズ総合
日本交通興業㈱ 交通設備㈱

268 H24.7.13 市道吉田荒俣線舗装工事 建設課 村椿 H24.9.14 2,562,000 指名 落札 共和土木㈱ 2,500,000 共和土木㈱ 桜井建設㈱ ㈱新興

245 H24.7.31
都市計画道路南線No.15～No.16築
造工事

区画整理課 三日市 H24.10.31 4,942,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 4,850,000
平野建設 東光エキスプレス㈱ ㈱辻建
設 ㈲明和建設 村井鉄工所 AEC
TECH㈱ 朝倉建設㈱

226 H24.7.31 市道沓掛荻生線舗装工事 建設課 荻生 H24.9.10 8,850,000 指名 落札 此川建設㈱ 8,800,000
桜井建設㈱ 共和土木㈱ 此川建設㈱
㈱新興 大高建設㈱ 富山工業㈱ 東栄
土木㈱

227 H24.7.31 市道生地中新線舗装工事 建設課 生地 H24.9.14 4,320,000 指名 落札 共和土木㈱ 4,200,000
桜井建設㈱ 共和土木㈱ 此川建設㈱
㈱新興 大高建設㈱ 富山工業㈱ 東栄
土木㈱

230 H24.7.31 市道生地荒俣線舗装工事 建設課 村椿 H24.9.10 6,100,000 指名 落札 共和土木㈱ 5,900,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
㈱新興　大高建設㈱　富山工業㈱　東
栄土木㈱

261 H24.7.31
若栗地区小規模急傾斜地崩壊対策
工事

建設課 若栗 H24.10.12 4,760,000 指名 落札 竹中建設㈱ 4,500,000
東光エキスプレス㈱　㈱辻建設　㈲勇
貴工業　此川工設㈱　拓新工業　竹中
建設㈱

269 H24.7.31
市道新堂中新線1期（三日市出島線
交差点）舗装工事

建設課 大布施 H24.10.31 9,142,000 指名 落札 桜井建設㈱ 9,100,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
㈱新興　大高建設㈱　富山工業㈱　東
栄土木㈱

244 H24.7.31 市道東三日市沓掛線改良工事 建設課 大布施 H24.9.28 3,770,000 指名 落札 平野建設 3,700,000
平野建設　㈱北陸体育施設　㈱朝倉組
㈲飯田建設　村井鉄工所　㈲村椿工業
AEC　TECH㈱

256 H24.7.31 市道若栗20号線舗装工事 建設課 若栗 H24.9.10 4,850,000 指名 落札 ㈱新興 4,700,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
㈱新興　大高建設㈱　富山工業㈱　東
栄土木㈱
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271 H24.7.31 桜井中学校校舎外壁除去工事 都市計画課 前沢 H24.9.14 3,300,000 指名 落札 森内建設㈱ 3,300,000
松倉建設㈱　平野工務店㈱　森内建設
㈱　㈱新興　坂口建設㈱　㈱匠建設
㈱北装　村井鉄工所

260 H24.7.31 電鉄石田駅前ﾄｲﾚ整備工事 都市計画課 石田 H24.11.30 9,333,000 指名 落札 桜井建設㈱ 9,300,000
桜井建設㈱　宮崎建設㈱　㈱辻建設
㈲間部建設　㈱匠建設　㈱北装

286 H24.7.31
村椿公民館ｱﾙﾐｻｯｼ改修工事（その
1）

都市計画課 村椿 H24.10.12 7,139,000 指名 落札 第一建設㈱ 7,100,000
共和土木㈱　第一建設㈱　夏野土木工
業㈱　㈲間部建設　金山工業㈱

下37 H24.7.31
三日市処理分区1075外4路線管渠
布設工事

工務課 三日市 H24.10.31 13,000,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 12,600,000
㈱黒部重機　朝倉建設㈱　宮崎建設㈱
山田建設㈱　大平工業㈱　中村組　㈱
谷口工務店

243 H24.7.31 下立まちおこしｾﾝﾀｰ外構工事 農林整備課 下立 H24.11.16 11,500,000 指名 落札 此川工設㈱ 11,450,000
㈲野村建設富山工業㈱㈱佐々木組熊
野土建㈱㈲紅粉建設中村組此川工設
㈱

264 H24.7.31 名剣温泉広場ﾄｲﾚ改修工事 農林整備課 黒部奥山 H24.9.28 7,100,000 指名 落札 大高建設㈱ 6,900,000
大高建設㈱ 東栄土木㈱ 此川建設㈱
㈱音沢土建 富山工業㈱ 熊野土建㈱
拓新工業

275 H24.7.31 林道別又僧ｹ岳線法面保護工事 農林整備課 宇奈月温泉 H24.9.28 6,600,000 指名 落札 中村組 6,500,000
㈱朝倉組　㈲明和建設　此川工設㈱
拓新工業　野村建設㈱　㈱佐々木組
㈲野村建設　中村組

254 H24.7.31 新幹線新駅東公園整備工事 新幹線交通政策課 若栗 H24.10.31 4,478,000 指名 落札 竹中建設㈱ 4,420,000
東光エキスプレス㈱　㈲勇貴工業　㈲
飯田建設　野村建設㈱　竹中建設㈱
㈱新紀

325 H24.7.31
都市計画道路三日市新光寺線No.6
～No.8築造工事

区画整理課 三日市 H24.11.30 2,805,000 指名 落札 村井鉄工所 2,700,000
AEC　TECH㈱　㈱新紀　田村工業　平
野建設　村井鉄工所　㈲勇貴工業


