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2013000322 H25.6.6
高志野中学校図書室空調設備設置
工事（電気設備）

学校教育課 大布施 H25.7.24 2,550,000 指名 落札 大上戸電気㈱ 2,520,000
大懸電機商会　㈱SALVA　大上戸電気
㈱　㈲松井電気商会

水12 H25.6.10
大町簡易水道移行に伴うﾒｰﾀ設置
工事

工務課 三日市 H25.7.31 2,850,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 2,800,000
富士管機工業　丸田工業㈱　㈲宮崎住
設　吉枝工業㈱　米島商会

下23 H25.6.13
特環処理分区754外8路線管渠布設
工事

工務課 若栗 H25.9.30 18,290,000 一般 落札 西尾建設 17,400,000

㈲有倉建設 ㈱音沢土建 ㈱澤田土建
㈱新興 ㈱田中建設 中西電業㈱ ㈱新
川マリン 西尾建設 ㈱晴柀工業 宮崎
建設㈱

水7 H25.6.13
水道普及促進事業県道沓掛魚津線
外2路線配水管布設工事

工務課 大布施 H25.9.20 15,230,000 一般 落札 丸田工業㈱ 15,150,000
富山管工㈱ 北陸水道工業㈱ 丸田工
業㈱ ㈲宮崎住設 米島商会

2013000155 H25.6.13
（仮称）地域観光ギャラリー展示製作
委託

企画政策課 若栗 H26.12.19 185,000,000 一般 落札 ㈱丹青社 176,500,000
㈱トータルメディア開発研究所 ㈱乃村
工藝社 ㈱丹青社

2013000456 H25.6.19
総合体育ｾﾝﾀｰ事務室ｴｱｺﾝ更新工
事

生涯学習ス
ポーツ課

石田 H25.8.5 2,852,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 2,800,000
飛弾配管工業㈱ 丸田工業㈱ ㈲宮崎
住設 吉枝工業㈱ 米島商会

2013000365 H25.6.25
ほ場整備飯沢栃沢地区に伴う埋蔵
文化財発掘調査支援業務委託（栃
沢遺跡）

生涯学習ス
ポーツ課

大布施 H25.8.30 14,500,000 指名 落札
㈱太陽測地社富山支
店

13,900,000

㈱アーキジオ富山 朝日航洋㈱富山支
店 ㈱イビソク北陸支店 ㈱太陽測地社
富山支店 日本海航測㈱富山支店 ㈱
パスコ富山支店

2013000351 H25.6.25
宮沢地区農道改良工事測量設計業
務委託

農林整備課 前沢 H25.12.13 4,500,000 指名 落札 ㈱上智県東部支店 4,200,000

㈱スカイラーク企画航測社 北建コンサ
ル㈱東部支店 ㈱協和新川支店 ㈱富
山測量社 ㈱建成コンサルタント黒部支
店 ㈱上智県東部支店

水13 H25.6.25 村椿水源地取水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事 工務課 村椿 H25.9.30 3,300,000 指名 落札 富士機設工業㈱ 3,250,000
㈱柿本商会富山支店 富士機設工業㈱
㈱アリタ富山支店 菱越電機㈱ ㈱でん
そく

2013000395 H25.6.25
音沢東山簡易水道災害対策緊急連
絡管布設工事

工務課 浦山 H25.9.30 8,150,000 指名 落札 富山管工㈱ 8,000,000
吉枝工業㈱ 富士管機工業 黒部エム
テック㈱ 丸田工業㈱ 富山管工㈱ 北陸
水道工業㈱ ㈲丸さく

水15 H25.6.25
水道普及促進事業県道石田前沢線
配水管布設工事

工務課 三日市 H25.9.30 6,070,000 指名 落札 米島商会 6,020,000
吉枝工業㈱ 富士管機工業 黒部エム
テック㈱ 丸田工業㈱ ㈲宮崎住設 米島
商会 ㈲中谷配管工業

水14 H25.6.25
水道普及促進事業県道沓掛魚津線
水管橋架設工事

工務課 三日市 H25.10.31 6,200,000 指名 落札 米島商会 6,150,000
吉枝工業㈱ 富士管機工業 黒部エム
テック㈱ 丸田工業㈱ ㈲宮崎住設 米島
商会 ㈲中谷配管工業
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下36 H25.6.25
特環処理分区758-2外1路線圧送管
渠布設工事

工務課 村椿 H25.9.30 13,300,000 指名 落札 協進工業㈱ 13,000,000
富士管機工業 黒部エムテック㈱ ㈲宮
崎住設 富山管工㈱ 北陸水道工業㈱
協進工業㈱ ㈲丸さく

2013000393 H25.6.25 内山公民館体育館屋根改修工事 都市計画課 内山 H25.9.30 13,350,000 指名 落札 此川建設㈱ 13,250,000
大高建設㈱ ㈱音沢土建 此川建設㈱
東栄土木㈱ 熊野土建㈱ 拓新工業

2013000392 H25.6.25 中ノ口緑地公園ﾄｲﾚ設置工事 都市計画課 愛本 H25.9.30 9,210,000 指名 落札 東栄土木㈱ 9,200,000
㈱音沢土建 此川建設㈱ 東栄土木㈱
熊野土建㈱ 拓新工業

2013000378 H25.6.25 生地駅前自転車駐車場改修工事
新幹線交通政

策課
村椿 H25.8.30 6,330,000 指名 落札 共和土木㈱ 6,000,000

第一建設㈱　共和土木㈱　夏野土木工
業㈱　㈲間部建設

2013000364 H25.6.25
林道別又僧ヶ岳線法面保護工事（そ
の4）

農林整備課 宇奈月温泉 H25.11.29 10,040,000 指名 落札 大高建設㈱ 10,000,000
大高建設㈱ 桜井建設㈱ 共和土木㈱
㈱音沢土建 ㈲野村建設 東栄土木㈱
此川建設㈱ ㈲紅粉建設

2013000390 H25.6.25 三島地区排水路改修工事 建設課 三日市 H25.8.30 4,734,000 指名 落札 田村工業 4,650,000
田村工業 ㈲勇貴工業 ㈱新紀 村井鉄
工所 ㈲村椿工業 AEC　TECH㈱

下35 H25.6.25
三日市処理分区1082外4路線管渠
布設工事

工務課 三日市・前沢 H25.9.30 11,510,000 指名 落札 ㈱稗田組 11,200,000
㈱角井建設 朝倉建設㈱ ㈱稗田組 森
内建設㈱ 第一建設㈱ ㈱谷口工務店
村井鉄工所 AEC　TECH㈱

2013000367 H25.6.25
都市計画道路三日市新光寺線幹線
排水路（No.13～No.15)設置工事

区画整理課 三日市 H25.11.15 12,160,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 12,000,000
㈱角井建設 朝倉建設㈱ ㈱稗田組 森
内建設㈱ ㈱黒部重機 大平工業㈱ 山
田建設㈱ 平野建設


