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2013000230 H25.7.5 市道赤田池野原線舗装補修工事 建設課 内山 H25.9.20 6,813,000 指名 落札 此川建設㈱ 6,750,000
㈱音沢土建　共和土木㈱　此川建設㈱
桜井建設㈱

2013000518 H25.7.12 堀切市営住宅風呂釜更新工事 都市計画課 石田 H25.9.30 2,856,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 2,830,000
富士管機工業　丸田工業㈱　㈲宮崎住
設　吉枝工業㈱

2013000556 H25.7.19
市道生地荒俣線他1路線舗装修繕
工事

建設課 生地 H25.10.31 9,489,000 指名 落札 共和土木㈱ 9,300,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
夏野土木工業㈱

2013000578 H25.7.19
市道新堂中新線2期（植木工区）舗
装工事

建設課 大布施 H25.10.31 9,481,000 指名 落札 桜井建設㈱ 9,300,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
中山工業㈱

2013000560 H25.7.19
市道植木中新線他7路線舗装修繕
工事

建設課 大布施・三日市 H25.10.31 7,828,000 指名 落札 中山工業㈱ 7,700,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
中山工業㈱

2013000559 H25.7.19
市道三日市堀切線他1路線舗装修
繕工事

建設課 三日市 H25.10.31 9,438,000 指名 落札 桜井建設㈱ 9,300,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
中山工業㈱

2013000561 H25.7.19
市道田家2号線他4路線舗装修繕工
事

建設課
田家・前沢・東

布施
H25.10.31 9,348,000 指名 落札 松倉建設㈱ 9,200,000

桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
松倉建設㈱　坂口建設㈱

2013000373 H25.7.19
新川広域農道（前沢工区）舗装工事
（その1）

農林整備課 前沢 H25.11.29 26,500,000 指名 落札 共和土木㈱ 26,000,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
松倉建設㈱　坂口建設㈱

2013000374 H25.7.19
新川広域農道（前沢工区）舗装工事
（その2）

農林整備課 前沢 H25.11.29 26,800,000 指名 落札 桜井建設㈱ 26,500,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
松倉建設㈱　坂口建設㈱

2013000585 H25.7.19
市道新堂中新線1期（新堂工区）舗
装工事

建設課 荻生 H25.10.31 9,497,000 指名 落札 共和土木㈱ 9,350,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
㈱新川マリン

2013000557 H25.7.19
市道西小路西町線他1路線舗装修
繕工事

建設課 荻生・若栗 H25.10.31 9,522,000 指名 落札 ㈱新興 9,400,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
㈱新興　㈱新川マリン

2013000558 H25.7.19 市道愛川線他6路線舗装修繕工事 建設課 荻生・若栗 H25.10.31 9,383,000 指名 落札 此川建設㈱ 9,300,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
㈱新興　㈱新川マリン
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2013000238 H25.7.5 市道浦山1号線道路改良工事 建設課 浦山 H25.9.20 5,296,000 指名 落札 ㈲紅粉建設 5,000,000
㈱朝倉組　熊野土建㈱　此川工設㈱
拓新工業　野村建設㈱　㈲紅粉建設
㈲明和建設

2013000397 H25.7.19 新川広域農道（若栗工区）舗装工事 農林整備課 若栗 H25.11.29 20,500,000 指名 落札 此川建設㈱ 20,300,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
㈱新興　㈱新川マリン

2013000555 H25.7.19
市道明日7号線他7路線舗装修繕工
事

建設課 愛本・浦山 H25.10.31 6,666,000 指名 落札 此川建設㈱ 6,600,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
大高建設㈱　㈱音沢土建　東栄土木㈱

2013000507 H25.7.19 旧浦山小学校解体工事 農林整備課 浦山 H25.11.29 55,190,000 指名 落札 東栄土木㈱ 54,400,000
㈱新興　㈲山下重機建設　大高建設㈱
東光エキスプレス㈱　㈱音沢土建　此
川建設㈱　東栄土木㈱

2013000522 H25.7.19 飯沢地区水路改修工事 農林整備課 村椿 H25.10.25 6,650,000 指名 落札 第一建設㈱ 6,500,000
㈲勇貴工業　㈲飯田建設　竹中建設㈱
村井鉄工所　㈲村椿工業　AEC　TECH
㈱　第一建設㈱

下47 H25.7.19
特環処理分区228-4外2路線管渠布
設工事

工務課 大布施 H25.10.31 8,770,000 指名 落札 ㈱黒部重機 8,500,000
㈱角井建設　朝倉建設㈱　㈱田中建設
森内建設㈱　第一建設㈱　㈱黒部重機
㈱北陸体育施設　平野建設

2013000219 H25.7.19 市道金屋栃沢線道路改良工事 建設課 大布施 H25.10.31 3,549,000 指名 落札 ㈲勇貴工業 3,500,000
㈱朝倉組　㈲勇貴工業　㈲飯田建設
竹中建設㈱　㈲村椿工業　野村建設㈱

2013000516 H25.7.19
新庁舎建設事業に伴う代替地造成
工事

総務課 三日市 H25.9.10 3,618,000 指名 落札 ㈱新紀 3,450,000
此川工設㈱　㈲飯田建設　㈱新紀　村
井鉄工所　㈲村椿工業　AEC　TECH㈱

水23 H25.7.19
ﾗｲﾌﾗｲﾝ機能強化事業県道沓掛生地
線石綿ｾﾒﾝﾄ管改良工事

工務課 村椿 H25.10.10 10,830,000 指名 落札 協進工業㈱ 10,600,000
吉枝工業㈱富士管機工業黒部エムテッ
ク㈱北陸水道工業㈱協進工業㈱㈲丸
さく

2013000405 H25.7.19
荻生公民館及びﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ公共
下水道接続工事

生涯学習スポーツ
課

荻生 H25.11.15 5,617,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 5,500,000
吉枝工業㈱　富士管機工業　黒部エム
テック㈱　丸田工業㈱　協進工業㈱　㈲
丸さく

2013000583 H25.7.19 新幹線駅周辺施設消雪工整備工事 新幹線交通政策課 若栗 H26.3.20 11,640,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 11,400,000
吉枝工業㈱　黒部エムテック㈱　㈲宮
崎住設　北陸水道工業㈱　協進工業㈱
㈲丸さく

水22 H25.7.19 中坪配水場取水流量計更新工事 工務課 若栗 H25.12.10 3920000 指名 落札 荏原商事㈱富山支店 3,820,000
㈱アリタ富山支店　荏原商事㈱富山支
店　㈱柿本商会富山支店　菱越電機㈱
㈱でんそく
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水21 H25.7.19
水道普及促進事業災害対策連絡管
流量計設置工事

工務課 若栗 H25.10.10 3820000 指名 落札 ㈱サンコー 3,600,000
㈱アリタ富山支店　㈱サンコー　富士機
設工業㈱　菱越電機㈱　㈱でんそく

下41 H25.7.23
特環処理分区744-5路線舗装復旧
工事

工務課 田家 H25.9.30 2,720,000 指名 落札 桜井建設㈱ 2,650,000 共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱

2013000419 H25.7.24 市道内山10号線消雪更新工事 建設課 内山 H25.9.30 2,857,000 指名 落札 中村組 2,800,000
㈱音沢土建　此川工設㈱　東栄土木㈱
富山管工㈱　中村組


