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594 H21.11.17
田家処理場曝気攪拌ロータ本
体修繕工事

下水道課 田家 H22.3.12 8,040,000 指名
不落
随契

メタウォーター
㈱営業本部中
日本営業部

8,000,000

597 H21.11.26
三日市処理分区1066外1路線
舗装復旧工事

下水道課 荻生 H22.1.29 3,970,000 指名 落札 桜井建設㈱ 3,900,000

643 H21.11.26
三日市処理分区703外4路線管
渠布設工事

下水道課 三日市 H22.2.26 13,110,000 指名 落札 ㈱澤田土建 12,900,000

641 H21.11.26
特環処理分区460-1外2路線管
渠布設工事

下水道課 荻生 H22.2.26 12,800,000 指名 落札 ㈲勇貴工業 12,600,000

595 H21.11.26
特環処理分区５２５路線舗装復
旧工事

下水道課 荻生 H22.1.29 7,720,000 指名 落札 此川建設㈱ 7,600,000

649 H21.11.26 市道田家４号線舗装補修工事 建設課 田家 H21.12.24 3,180,000 指名 落札 桜井建設㈱ 3,150,000

600 H21.11.26
特環処理分区９２４外２路線舗
装復旧工事

下水道課 若栗 H22.1.29 3,880,000 指名 落札 共和土木㈱ 3,850,000

596 H21.11.26
特環処理分区６７路線舗装復
旧工事

下水道課 大布施 H21.12.22 5,550,000 指名 落札 共和土木㈱ 5,500,000

617 H21.11.26 市道若栗大越線舗装補修工事 建設課 若栗 H22.3.15 3,750,000 指名 落札 ㈱新興 3,700,000

598 H21.11.26 市道生地荒俣線舗装工事 建設課 村椿 H22.3.12 5,350,000 指名 落札 共和土木㈱ 5,350,000

608 H21.11.26
市道生地中新線道路改良工事
（その２）

建設課 生地 H22.3.10 6,200,000 指名 落札 共和土木㈱ 6,150,000

631 H21.11.26 市姫トイレ新築工事
都市計画
課

三日市 H22.3.25 10,990,000 指名 落札 ㈲間部建設 10,900,000

539 H21.11.26
高志野中学校屋上防水改修工
事

都市計画
課

大布施 H22.3.15 5,700,000 指名 落札 松村建工㈱ 5,200,000

549 H21.11.26
中ノ口緑地公園便益施設等設
置工事

都市計画
課

宇奈月町
愛本

H22.3.19 9,000,000 指名
不落
随契

東栄土木㈱ 9,000,000

平成21年度　入札結果情報 平成21年11月11日

入札参加業者

㈱澤田土建　㈱黒部重機　熊野土建㈱　㈱田中建設
朝倉建設㈱　中山工業㈱　㈱丸田組　富山管工㈱　㈲
紅粉建設　大平工業㈱

此川建設㈱　㈱新川マリン　㈱田中建設　朝倉建設㈱
㈱佐々木土建　中村組　㈱朝倉組　㈲山下重機建設
㈲勇貴工業

㈱富士技研　メタウォーター㈱　㈱サンコー　富士機設
工業㈱

桜井建設㈱　大高建設㈱　此川建設㈱　富山工業㈱
東栄土木㈱

共和土木㈱　大高建設㈱　此川建設㈱　㈱新興　富山
工業㈱　東栄土木㈱　桜井建設㈱

桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱　㈱新興　富山
工業㈱

共和土木㈱　大高建設㈱　此川建設㈱　㈱新興　富山
工業㈱　東栄土木㈱

共和土木㈱　大高建設㈱　此川建設㈱　㈱新興　富山
工業㈱　東栄土木㈱　桜井建設㈱

東栄土木㈱　大高建設㈱　此川建設㈱　㈱新興　富山
工業㈱

東栄土木㈱　大高建設㈱　此川建設㈱　㈱新興　富山
工業㈱　桜井建設㈱　共和土木㈱

東栄土木㈱　大高建設㈱　此川建設㈱　㈱新興　富山
工業㈱　桜井建設㈱　共和土木㈱

此川建設㈱　㈱匠建設　㈱佐々木土建　㈲間部建設
村井鉄工所　桜井建設㈱　㈱辻建設

松村建工㈱　㈱折橋政次郎商店　北陸瀝青工業㈱　魚
津防水㈱　㈲後藤防水工業　㈱丸協　平井技研株式会
社

此川建設㈱　㈱匠建設　㈱佐々木土建　㈲間部建設
村井鉄工所　富山工業㈱　㈱音沢土建　東栄土木㈱

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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601 H21.11.26
農業集落排水事業（機能強化）
東布施処理場　処理設備整備
工事

下水道課 東布施 H22.12.17 32,800,000 指名 落札
黒部エムテック
㈱

32,300,000

651 H21.12.1
電源立地地域対策交付金事業
防災行政無線設備修繕工事

総務課 市内一円 H22.3.19 4,570,000 指名 落札 中西電業㈱ 4,570,000

654 H21.12.1
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 H22.3.26 6,850,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 6,750,000

663 H21.12.1
三日市処理分区1087-2路線管
渠布設工事

下水道課 荻生 H22.2.26 7,430,000 指名 落札
㈲中谷配管工
業

7,400,000

614 H21.12.9 ＪＲ黒部駅前整備（その４）工事 建設課 石田 H22.3.19 15,140,000 一般 落札 中山工業㈱ 14,850,000

黒部エムテック㈱　㈱デニム　三菱ﾚｲﾖﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
荏原エンジニアリングサービス㈱　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
㈱

㈱中西電気　中西電業㈱　北陸通信工業㈱　　池田電
設興業㈱

吉枝工業㈱　北陸水道工業㈱　富士管機工業　丸田工
業㈱　㈱サンコー　富士機設工業㈱

吉枝工業㈱　北陸水道工業㈱　㈲中谷配管工業　米島
商会　丸田工業㈱　協進工業㈱　㈲宮崎住設

宮崎建設㈱　中山工業㈱　桜井建設㈱　㈱晴柀工業
㈱澤田土建

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。


