
　　平成20年度　　入札結果情報 価格は消費税抜き

契約
番号

入札日 工　　事　（業　務）　名 担当課 施行場所
完成予定
期日

予定価格
（円）

入札
状況

落札（随意
契約）価格
（円）

指名業者 摘要

110 H20.6.12
黒部市特定環境保全公共下水
道事業　特環処理分区407外3
路線管渠布設工事

下水道課 荻生 H20.9.30 16,400,000 指名 落札 ㈲有倉建設 16,000,000
㈱晴柀工業 ㈱角井建設 ㈲紅粉建設 ㈲山下重機建設
㈱黒部重機 ㈱澤田土建 朝倉建設㈱ ㈲有倉建設 ㈱
新川マリン

111 H20.6.12
黒部市特定環境保全公共下水
道事業　特環処理分区469-3
外2路線管渠布設工事

下水道課 荻生 H20.9.30 10,500,000 指名 落札 森内建設㈱ 10,280,000
㈱晴柀工業　㈱角井建設　㈱佐々木土建　㈲山下重機
建設　㈱黒部重機　㈱澤田土建　朝倉建設㈱　森内建
設㈱　㈲勇貴工業

161 H20.6.12 新幹線駅西地区宅地造成工事
新幹線交
通政策課

荻生 H20.11.20 14,200,000 指名 落札 ㈱新川マリン 14,000,000
㈱晴柀工業　㈱角井建設　㈲明和建設　㈲山下重機建
設　㈱黒部重機　㈱澤田土建　朝倉建設㈱　㈲有倉建
設　㈱新川マリン

105 H20.6.12
黒部市特定環境保全公共下水
道事業　特環処理分区259外1
路線管渠布設工事

下水道課 大布施 H20.8.15 5,424,000 指名 落札 ㈱黒部重機 5,400,000
森内建設㈱　田村工業　㈲勇貴工業　㈲飯田建設　㈲
村椿工業　平野建設　㈱黒部重機

123 H20.6.12
黒部市特定環境保全公共下水
道事業　特環処理分区1122路
線舗装復旧工事

下水道課 大布施 H20.8.15 3,120,000 指名 落札 共和土木㈱ 3,050,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱　㈱新興土石
若栗土建工業㈱　富山工業㈱

164 H20.6.12
黒部市特定環境保全公共下水
道事業　特環処理分区1019外
4路線舗装復旧工事

下水道課 荻生 H20.8.20 3,744,000 指名 落札
若栗土建工業
㈱

3,700,000
桜井建設㈱ 共和土木㈱ 大高建設㈱ ㈱新興土石 若
栗土建工業㈱ 東栄土木㈱

131 H20.6.12 林道柳又線法面工事
農林整備
課

愛本 H20.9.30 3,700,000 指名 落札 桜井建設㈱ 3,500,000
共和土木㈱　桜井建設㈱　大高建設㈱　㈱音沢土建
㈲野村建設　拓新工業　中村組　㈲紅粉建設

139 H20.6.12
県単沓掛地区安全施設設置工
事

農林整備
課

大布施 H20.8.29 6,650,000 指名 落札 北陸機材㈱ 6,500,000
北陸機材㈱　日本交通興業㈱　㈲アイズ総合　交通企
画㈱　交通設備㈱

170 H20.6.12
電源立地地域対策交付金事業
宮野運動公園ローラー滑り台
修繕工事

都市計画
課

前沢 H20.9.5 3,640,000 指名 落札
㈱ジャクエツ環
境事業

2,870,000
㈱コトブキ　金沢営業所 ㈱ジャクエツ環境事業 森造形
センター㈱ ㈱岡部

162 H20.6.12
学校給食センター新築工事基
本設計業務委託

都市計画
課

前沢 H20.10.15 9,317,000 指名 落札
富山県建築設
計監理協同組
合

8,300,000

㈱押田建築設計事務所　㈱三四五建築研究所　㈱新
建築設計事務所　㈱創建築事務所　㈱ﾀﾑﾗ建築設計
事務所　富山県建築設計監理協同組合　㈱中川建築
設計事務所　㈱福見建築設計事務所

160 H20.6.12
村椿コミュニティセンター耐震
補強・改修工事実施設計業務
委託

都市計画
課

村椿 H21.2.25 6,400,000 指名 落札
㈱ﾀﾑﾗ建築設
計事務所

3,970,000

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

157 H20.6.12
いっぷく処改修工事実施設計
業務委託

都市計画
課

宇奈月温
泉

H20.10.15 4,350,000 指名 落札
大窪建築設計
事務所

2,500,000
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　㈱鈴木一級建築士事務所　㈱創英
建築設計事務所

２５０万円以上 入札日：平成20年6月11日～平成20年7月10日
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96 H20.6.12
国際文化センター舞台機構吊
物制御基盤更新工事（電源立
地地域対策交付金事業）

企画政策
課

三日市 H20.9.30 6,530,000 指名 落札
森平舞台機構
㈱

6,400,000
森平舞台機構㈱　㈱サンケン・エンジニアリング　三精
輸送機㈱

159 H20.6.24
黒部市体育センター非常照明
用蓄電池交換工事

都市計画
課

石田 H20.8.25 3,450,000 指名 落札 ㈱中西電気 3,180,000
㈱中西電気　中西電業㈱　㈲永森電工　本島電器総業
㈱　㈲川端電気　㈲中井電機　高島電機商会

158 H20.6.24
電源立地地域対策交付金事業
宇奈月国際会館セレネ改修工
事

都市計画
課

宇奈月温
泉

H20.11.25 18,700,000 指名 落札 大高建設㈱ 17,000,000
大高建設㈱　富山工業㈱　此川建設㈱　㈱音沢土建
熊野土建㈱　新興建設㈱　東栄土木㈱

109 H20.6.24
黒部市特定環境保全公共下水
道事業　特環処理分区412-2
路線管渠布設工事

下水道課 荻生 H20.10.20 24,280,000 指名 落札 ㈱新川マリン 23,000,000
松倉建設㈱　㈱稗田組　㈲有倉建設　富山工業㈱　中
西電業㈱　中山工業㈱　若栗土建工業㈱　㈱新興土石
坂口建設㈱　㈱新川マリン　熊野土建㈱

198 H20.6.24
電源立地地域対策交付金事業
観光用駐車場等整備工事

農林整備
課

生地 H20.9.19 2,760,000 指名 落札 ㈲村椿工業 2,750,000 ㈲飯田建設　田村工業　平野建設　㈲村椿工業

186 H20.6.27
公共下水道事業三日市処理分
区
実施設計業務委託

下水道課 三日市 H20.9.30 2,650,000 指名 落札
㈱新日本コン
サルタント

2,600,000
㈱協和　㈱国土開発センター　㈱新日本コンサルタント
㈱上智　㈱建成コンサルタント

146 H20.7.1
入善黒部バイパスに伴う埋蔵
文化財発掘調査委託町堀切遺
跡R区

生涯学習
課

石田 H21.3.19 27,640,000 指名 落札 ㈱上智 22,000,000

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

147 H20.7.1
入善黒部バイパスに伴う埋蔵
文化財発掘調査委託北堀切遺
跡Ⅶ－２区

生涯学習
課

石田 H21.3.19 98,400,000 指名 落札 日本海航測㈱ 80,000,000

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

148 H20.7.1
入善黒部バイパスに伴う埋蔵
文化財発掘調査委託北堀切遺
跡Ⅷ－１区

生涯学習
課

石田 H20.3.19 88,320,000 指名 落札 ㈱パスコ 45,690,000

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

149 H20.7.1
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 H21.3.19 17,376,000 指名
不落
随契

㈱アーキジオ 17,200,000

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

166 H20.7.1
電源立地地域対策交付金事業
愛本簡易水道　愛本新１号線
配水管改良工事

水道課 愛本 H20.9.5 3,724,000 指名 落札 mou 3,650,000
米島商会　加道川工業　飛弾配管工業㈱　mou　㈲山
崎配管工業　富山管工㈱

165 H20.7.1
電源立地地域対策交付金事業
音沢東山簡易水道　栗虫地内
配水管改良工事

水道課 愛本 H20.9.30 8,448,000 指名 落札 富山管工㈱ 8,300,000
吉枝工業㈱　黒部エムテック㈱　丸田工業㈱　北陸水
道工業㈱　㈲中谷配管工業　協進工業㈱　富山管工㈱

※入札（随時契約）結果は、黒部市役所2階設計図書縦覧室入り口の建設工事入札結果掲示板に掲示してあります。


