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326 H21.8.18
入善黒部バイパスに伴う埋蔵
文化財遺物整理（こけら経）

生涯学習
課

石田 H22.3.16 18,140,000 指名 落札
㈱アーキジオ
富山

14,200,000

325 H21.8.18
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

生涯学習
課

石田 H22.3.16 33,910,000 指名 落札
日本海航測㈱
富山支店

30,000,000

水14 H21.8.18
ライフライン機能強化事業　荻
生地内石綿セメント管更新工
事

水道課 荻生 H21.10.9 4,120,000 指名
不落
随契

飛弾配管工業
㈱

4,100,000

351 H21.8.18
特環処理分区767路線外1路線
舗装復旧工事

下水道課 村椿 H21.9.30 3,820,000 指名 落札 共和土木㈱ 3,750,000

357 H21.8.18 市道浦山25号線道路改良工事 建設課
宇奈月町
浦山

H21.10.30 4,030,000 指名 落札 拓新工業 3,950,000

355 H21.8.18 新幹線関連道路改良工事 建設課 荻生 H21.10.30 2,800,000 指名
不落
随契

㈲勇貴工業 2,790,000

354 H21.8.18 市道愛川線道路改良工事 建設課 荻生 H21.10.30 3,160,000 指名 落札 ㈲勇貴工業 2,800,000

水15 H21.8.18
水道普及促進事業　県道石田
前沢線配水管布設工事

水道課 前沢 H21.12.4 5,650,000 指名
不落
随契

北陸水道工業
㈱

5,630,000

359 H21.8.18
黒部市公共下水道事業　三日
市処理分区758外3路線管渠布
設工事

下水道課 前沢 H21.12.4 11,400,000 指名 落札 村井鉄工所 11,000,000

352 H21.8.18
黒部市特定環境保全公共下水
道事業　特環処理分区340-2
外3路線管渠布設工事

下水道課 大布施 H21.12.4 12,100,000 指名 落札 ㈱黒部重機 11,700,000

340 H21.8.18
都市計画道路三日市新光寺線
№19～№26築造工事

区画整理
課

三日市 H21.12.21 7,200,000 指名 落札 中山工業㈱ 7,100,000

339 H21.8.18
都市計画道路三日市新光寺線
№9～№10築造工事

区画整理
課

三日市 H21.12.10 11,100,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 10,900,000

389 H21.8.28
黒部市特定環境保全公共下水
道事業　特環処理分区339-1
路線管渠布設工事

下水道課 大布施 H21.11.10 5,080,000 指名 落札 田村工業 5,000,000

平成21年度　入札結果情報 平成21年8月11日

入札参加業者

㈱イビソク　㈱太陽測地社　㈱パスコ　㈱国土開発セン
ター　㈱上智　㈱新日本コンサルタント　日本海航測㈱
㈱エイ・テック　㈱アーキジオ　朝日航洋㈱　ﾅﾁｭﾗﾙｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ㈱

㈱イビソク　㈱太陽測地社　㈱パスコ　㈱国土開発セン
ター　㈱上智　㈱新日本コンサルタント　日本海航測㈱
㈱エイ・テック　㈱アーキジオ　朝日航洋㈱　ﾅﾁｭﾗﾙｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ㈱

加道川工業　武隈鉄工㈱　飛弾配管工業㈱　mou　トー
ヨー設備　㈲山崎配管工業

桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱　㈱新興

西尾建設　拓新工業　㈲明和建設　東光エキスプレス㈱
野村建設　此川工設㈱　㈲エスケイ　森田組

平野建設　西尾建設　㈲勇貴工業　㈲明和建設　㈱谷
口工務店　村井鉄工所　此川工設㈱

平野建設　田村工業　拓新工業　㈲勇貴工業　東光エ
キスプレス㈱　野村建設　㈲エスケイ　森田組

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　米島商会　協進工業㈱

㈱澤田土建　此川建設㈱　㈱田中建設　中山工業㈱
㈱丸田組　大平工業㈱　㈱朝倉組　㈲野村建設　㈲山
下重機建設　村井鉄工所

㈱晴柀工業　㈱新川マリン　㈱黒部重機　森内建設㈱
㈱角井建設　朝倉建設㈱　中村組　㈲紅粉建設　平野
建設　田村工業

㈱北陸体育施設　田村工業　加道川工業　山田建設㈱
㈲飯田建設　村井鉄工所　㈲村椿工業　朝倉建設㈱
㈱澤田土建　中山工業㈱

㈱晴柀工業　㈱澤田土建　㈱黒部重機　森内建設㈱
熊野土建㈱　㈱角井建設　中山工業㈱　朝倉建設㈱
㈱佐々木土建　大平工業㈱

平野建設　㈱北陸体育施設　田村工業　㈲勇貴工業
加道川工業　山田建設㈱　㈲飯田建設　㈲村椿工業
㈱黒部重機

1/2 ※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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平成21年度　入札結果情報 平成21年8月11日

入札参加業者

水18 H21.8.28
漏水対策特別事業　寺坪地内
老朽管更新工事

水道課 荻生 H21.10.30 3,790,000 指名 落札 mou 3,700,000

397 H21.8.28 市道西町中坪線道路改良工事 建設課 若栗 H21.11.27 3,560,000 指名 落札 ㈲エスケイ 3,100,000

396 H21.8.28
特環処理分区1065外1路線舗
装復旧工事

下水道課 荻生 H21.10.16 3,420,000 指名 落札 桜井建設㈱ 3,350,000

393 H21.8.28
市道新堂中新線に伴う物件等
調査業務委託（その１）

建設課 大布施 H21.12.24 6,370,000 指名 落札
㈱国土開発セ
ンター富山支店

6,100,000

394 H21.8.28
市道新堂中新線に伴う物件等
調査業務委託（その２）

建設課 大布施 H21.12.24 5,500,000 指名 落札
㈱上智県東部
支店

5,300,000

370 H21.9.3
阿古屋野連絡道路概略設計業
務委託

建設課 田家 H21.12.18 2,580,000 指名 落札
㈱上智県東部
支店

2,500,000

413 H21.9.3
北陸新幹線新駅周辺交通誘導
サイン整備計画策定業務委託

新幹線交
通政策課

荻生・若
栗

H22.3.25 2,560,000 指名 落札
㈱日本海コン
サルタント富山
支店

2,550,000

363 H21.9.10
黒部市学校給食センター新築
工事（給排水衛生設備）

都市計画
課

前沢 H22.11.30 81,920,000 指名 落札
北陸水道工業
㈱

81,900,000

362 H21.9.10
黒部市学校給食センター新築
工事（空気調和設備）

都市計画
課

前沢 H22.11.30 83,320,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 83,000,000

361 H21.9.10
黒部市学校給食センター新築
工事（電気設備）

都市計画
課

前沢 H22.11.30 68,670,000 指名 落札
北陸電気工事
㈱　新川支店

58,870,000

360 H21.9.10
黒部市学校給食センター新築
工事（建築主体）

都市計画
課

前沢 H22.11.30 253,200,000 一般 落札 森内建設㈱ 252,220,000

㈲丸さく　加道川工業　武隈鉄工㈱　mou　トーヨー設備
㈲山崎配管工業

西尾建設　拓新工業　㈲明和建設　東光エキスプレス㈱
野村建設　此川工設㈱　㈲エスケイ　森田組

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㈱

北建コンサル㈱　㈱建成コンサルタント　㈱上智　㈱国
土開発センター　㈱日本海コンサルタント　㈱協和　北陸
コンサルタント㈱　北電技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

北建コンサル㈱　㈱建成コンサルタント　㈱上智　㈱国
土開発センター　㈱日本海コンサルタント　㈱協和　北陸
コンサルタント㈱　北電技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

㈱協和　㈱国土開発センター　㈱新日本コンサルタント
㈱上智　㈱中田測量コンサル

㈱協和　北建コンサル㈱　㈱国土開発センター　㈱サン
ワコン　㈱上智　㈱日本海コンサルタント　㈱新日本コン
サルタント

黒部エムテック㈱　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　米島商会
富山管工㈱　協進工業㈱

吉枝工業㈱　黒部エムテック㈱　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
米島商会　富山管工㈱　協進工業㈱

北陸電気工事㈱　　黒部エムテック㈱　北陸通信工業㈱
㈱中西電気　中西電業㈱　大平電設　㈲川端電気　大
上戸電気㈱　大懸電機商会

大高建設㈱　第一建設㈱　桜井建設㈱　宮崎建設㈱
共和土木㈱　森内建設㈱

2/2 ※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。


