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242 H20.7.16
黒部市地域新エネルギービ
ジョン策定等事業調査業務委
託

商工観光
課

一円 H21.2.15 6,393,000 指名 落札
北電技術ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ㈱

5,400,000

㈱建成コンサルタント　㈱国土開発センター　㈱日本海
コンサルタント　国際航業㈱　大日本コンサルタント㈱
北電技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱　北陸コンサルタント㈱　㈱環境
総合テクノス

208 H20.7.16
港整備交付金事業石田漁港釣
り桟橋補修設計業務委託

農林整備
課

石田 H20.9.30 3,060,000 指名 落札
㈱センク２１　北
陸事務所

2,900,000
国際航業㈱　㈱パスコ　㈱建設技術研究所　㈱センク２
１　北陸事務所　㈱中部コンサルタント　㈱アイ・エヌ・
エー

水203 H20.7.16
犬山水源移設実施設計業務委
託

水道課 石田 H20.11.28 13,655,000 指名 落札 ㈱東洋設計 11,500,000
㈱東洋設計　㈱中部設計　大日本コンサルタント㈱　㈱
日水コン　日本水工設計㈱　㈱パスコ　中日本建設ｺﾝ
ｻﾙﾀﾝﾄ㈱

水15 H20.7.16
ライフライン機能強化事業荻若
配水区県道黒部宇奈月線石綿
セメント管更新（その１）工事

水道課 若栗 H20.10.31 8,352,000 指名 落札
北陸水道工業
㈱

8,350,000
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　協進工業㈱　富山管工㈱

水16 H20.7.16
ライフライン機能強化事業荻若
配水区県道黒部宇奈月線石綿
セメント管更新（その２）工事

水道課 若栗 H20.10.31 8,380,000 指名 落札 富士管機工業 8,380,000
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　協進工業㈱　富山管工㈱

水17 H20.7.16
ライフライン機能強化事業荻若
配水区県道黒部宇奈月線石綿
セメント管更新（その３）工事

水道課 若栗 H20.10.31 8,188,000 指名 落札 丸田工業㈱ 8,100,000
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　協進工業㈱　富山管工㈱

251 H20.7.16
三日市保育所周辺土地区画整
理事業都市計画道路南線舗装
工事

区画整理
課

三日市 H20.9.30 4,910,000 指名 落札 桜井建設㈱ 4,800,000
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㈱

156 H20.7.16
生地台場整備事業木柵設置工
事

生涯学習
課

生地 H20.8.29 3,490,000 指名
不落
随契

㈲村椿工業 3,450,000
森内建設㈱田村工業㈲飯田建設㈲勇貴工業㈲村椿工
業平野建設

244 H20.7.16
黒部市特定環境保全公共下水
道事業特環処理分区８７路線
管渠布設工事

下水道課 大布施 H20.10.31 3,264,000 指名 落札 平野建設 3,190,000
森内建設㈱　田村工業　㈲飯田建設　㈲勇貴工業　㈲
村椿工業　平野建設

266 H20.7.16
黒部市公共下水道事業三日市
処理分区733-1-1外２路線管
渠布設工事

下水道課 前沢 H20.10.10 9,024,000 指名 落札 村井鉄工所 8,800,000
大平工業㈱　㈱晴柀工業　㈱角井建設　㈲山下重機建
設　㈱丸田組　㈱澤田土建　朝倉建設㈱　村井鉄工所

250 H20.7.16
三日市保育所周辺土地区画整
理事業区画道路8-2号線築造
工事

区画整理
課

三日市 H20.11.20 7,450,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 7,400,000
大平工業㈱　㈱晴柀工業　宮崎建設㈱　㈱角井建設
㈱黒部重機　㈱澤田土建　朝倉建設㈱

239 H20.7.16 笠破地区山留工工事
農林整備
課

東布施 H20.10.20 2,700,000 指名 落札 ㈱谷口工務店 2,650,000 加道川工業　㈱谷口工務店　㈱辻建設　山田建設㈱

２５０万円以上 入札日：平成20年7月11日～平成20年8月10日
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249 H20.7.28
宇奈月地区交流センター新築
工事実施設計業務委託

都市計画
課

内山 H21.2.27 4,700,000 指名 落札
㈱小倉建築設
計事務所

2,400,000

㈱三四五建築研究所　㈱鈴木一級建築士事務所　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　㈱創建築事
務所　㈱福見建築設計事務所

49 H20.7.28
黒部市都市計画マスタープラ
ン策定業務委託

都市計画
課

市内一円 H21.3.25 7,300,000 指名 落札 ㈱上智 7,300,000
㈱サンワコン　㈱協和　㈱建成コンサルタント　㈱国土
開発センター　㈱上智　㈱新日本コンサルタント

268 H20.8.1 荻生小学校下水道接続工事 下水道課 荻生 H20.10.31 3,990,000 指名 0 富士管機工業 3,800,000
北陸水道工業㈱　㈲中谷配管工業　米島商会　丸田工
業㈱　富士管機工業　藤沢設備工業

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 2,628,571 ㈲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

2,476,190
㈱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

※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。


