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545 H21.10.22 東山水辺公園植栽工事
都市計画
課

宇奈月町
下立・浦
山

H21.12.21 9,100,000 指名 落札 ㈲関吉萬葉園 7,600,000

509 H21.10.22 宇奈月保育所解体工事
商工観光
課

宇奈月温
泉

H22.1.29 7,760,000 指名 落札 大高建設㈱ 7,700,000

551 H21.10.22
市道新堂中新線舗装工事（そ
の２）

建設課 大布施 H22.3.25 24,200,000 指名 落札 桜井建設㈱ 24,000,000

535 H21.10.22
特環処理分区939-4外2路線管
渠布設工事

下水道課 荻生 H22.2.15 9,230,000 指名 落札 ㈱晴柀工業 9,200,000

553 H21.10.22
東山水辺公園便益施設整備工
事

都市計画
課

宇奈月町
下立・浦
山

H22.3.19 8,750,000 指名
不落
随契

此川建設㈱ 8,740,000

550 H21.10.22 県単古御堂地区水路改修工事
農林整備
課

大布施 H22.3.5 5,600,000 指名 落札 平野建設 5,480,000

536 H21.10.22
三日市処理分区913-1外1路線
管渠布設工事

下水道課 三日市 H21.12.15 3,660,000 指名 落札 平野建設 3,600,000

542 H21.10.22
田家小学校体育館耐震補強・
改修工事実施設計業務委託

学校教育
課

田家 H22.1.20 3,710,000 指名
不落
随契

㈱押田建築設
計事務所

3,700,000

541 H21.10.22
耐震改修促進計画策定業務委
託

都市計画
課

一円 H22.3.25 7,700,000 指名 落札
㈱国土開発セ
ンター富山支店

7,400,000

521 H21.10.22
黒部市公共下水道未普及解消
整備計画策定に伴う基礎調査
業務委託

下水道課 生地外 H22.3.19 4,550,000 指名 落札
㈱中央設計技
術研究所黒部
事務所

2,330,000

水31 H21.10.22
下水道工事に伴う荻生地内水
道管移設工事

水道課 荻生 H22.2.15 4,090,000 指名 落札 加道川工業 4,020,000

水30 H21.10.22
ライフライン機能強化事業　県
道福平石田線石綿セメント管
更新（その２）工事

水道課 石田 H21.12.18 6,430,000 指名 落札 富士管機工業 6,400,000

水29 H21.10.22
ライフライン機能強化事業　県
道福平石田線石綿セメント管
更新（その１）工事

水道課 石田 H21.12.18 6,240,000 指名 落札
飛弾配管工業
㈱

6,200,000

571 H21.11.10
黒部市国際文化センター音響
調整卓更新工事(地域活性化･
経済危機対策臨時交付金)

企画政策
課

三日市 H22.3.23 22,750,000 指名 落札
北陸通信工業
㈱　黒部営業
所

22,400,000

丸田工業㈱　飛弾配管工業㈱　富士管機工業　㈲宮崎
住設　mou　㈲山崎配管工業　米島商会

黒部エムテック㈱　飛弾配管工業㈱　富士管機工業　㈲
宮崎住設　mou　㈲山崎配管工業　協進工業㈱　㈲中谷
配管工業

㈱ＮＴＴ西日本－北陸　北陸通信工業㈱　　日本海電業
㈱　㈱ホクタテ　菱越電機㈱　礎総合計画㈱

平野建設　田村工業　㈱北陸体育施設　㈲勇貴工業
㈲飯田建設　此川工設㈱　㈲村椿工業　森田組　㈱黒
部重機

平野建設　田村工業　拓新工業　㈲勇貴工業　加道川
工業　山田建設㈱　㈱谷口工務店　村井鉄工所

大窪建築設計事務所　㈱小倉建築設計事務所　山口建
築設計事務所　㈱押田建築設計事務所　㈱三四五建築
研究所　㈱タムラ設計．　㈱福見建築設計事務所

㈱新日本コンサルタント　㈱国土開発センター　㈱上智
㈱日本海コンサルタント　北電技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱　㈱東洋
設計　㈱中部設計

㈱国土開発センター　㈱新日本コンサルタント　㈱中央
設計技術研究所　㈱日水コン　日本水工設計㈱　㈱東
京設計事務所　日本上下水道設計㈱

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

㈲山口造園　さんの造園　㈲曙園　たなか造園　㈲紙谷
造園　柳川造園　中坪造園　㈲関吉萬葉園　岡島造園
㈲新村庭樹園　㈲中田造園

此川建設㈱　大高建設㈱　東栄土木㈱　㈱新興　㈲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

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㈱

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

此川建設㈱　熊野土建㈱　㈱佐々木土建　㈲紅粉建設
㈱朝倉組　㈲野村建設　富山管工㈱　拓新工業　此川
工設㈱　森田組
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561 H21.11.10
農業集落排水事業（機能強化）
東布施処理場防食被覆工事

下水道課 東布施 H22.12.17 34,100,000 指名 落札 ㈱経塚組 33,300,000

527 H21.11.10
電源立地地域対策交付金事業
黒部市総合体育センター冷温
水機等改修工事

スポーツ健
康課

石田 H22.3.10 6,050,000 指名 不調 - -

532 H21.11.10
特環処理分区1042-1外1路線
管渠布設工事

下水道課 荻生 H22.3.12 15,500,000 一般 落札 ㈱角井建設 14,950,000

529 H21.11.10
（仮称）市道長屋寺坪線道路改
良工事

建設課 荻生 H22.3.25 21,400,000 一般 落札 森内建設㈱ 20,500,000

524 H21.11.10 市道新堂中新線道路改良工事 建設課 大布施 H22.3.25 26,300,000 一般 落札 中西電業㈱ 25,150,000

㈱経塚組　㈲中井塗装

吉枝工業㈱　丸田工業㈱　富士管機工業　北陸水道工
業㈱　協進工業㈱

㈲有倉建設　森内建設㈱　㈱新川マリン　㈱晴柀工業
此川建設㈱　㈱角井建設　中山工業㈱

共和土木㈱　夏野土木工業㈱　㈲有倉建設　森内建設
㈱　㈱新興　松倉建設㈱　㈱稗田組　㈱晴柀工業　㈱新
川マリン　㈱角井建設　坂口建設㈱　中西電業㈱

共和土木㈱　夏野土木工業㈱　㈱新興　松倉建設㈱
㈱稗田組　第一建設㈱　大高建設㈱　坂口建設㈱　中
西電業㈱
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