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2013000651 H25.9.4
新幹線駅東口交通広場水景施設整
備工事（土木）

新幹線交通政策課 若栗 H26.3.20 47,360,000 一般 落札 ㈱新興 46,500,000
松倉建設㈱ 此川建設㈱ 中山工業㈱ ㈱
澤田土建 ㈱新川マリン ㈱新興 ㈱晴柀
工業

2013000454 H25.9.17 市道西町中坪線道路改良工事 建設課 若栗 H25.11.29 7,356,000 指名 落札 東光エキスプレス㈱ 7,150,000
㈱朝倉組 此川工設㈱ ㈱新紀 竹中建設
㈱ ㈱田中建設 東光エキスプレス㈱ 西
尾建設

2013000506 H25.9.17 市道東三日市沓掛線道路改良工事 建設課 大布施 H25.11.29 4,917,000 指名 落札 平野建設 4,760,000
㈲勇貴工業 ㈲飯田建設 ㈱新紀 拓新工
業 AEC　TECH㈱ ㈱黒部重機 平野建設

2013000564 H25.9.17 市道下立16号線排水路改良工事 建設課 下立 H25.11.29 2,873,000 指名 落札 拓新工業 2,870,000
㈱朝倉組 ㈲明和建設 此川工設㈱ 拓新
工業 竹中建設㈱ 野村建設㈱

2013000565 H25.9.17 市道舌山川端線路肩改良工事 建設課 若栗 H25.11.29 3,513,000 指名 落札 ㈲エスケイ 3,450,000
㈲勇貴工業 ㈲明和建設 此川工設㈱ ㈲
飯田建設 拓新工業 竹中建設㈱ ㈲エス
ケイケイ

2013000698 H25.9.17
基盤整備促進事業若栗両瀬地区水
路改修工事

農林整備課 若栗 H25.11.29 3,430,000 指名 落札 竹中建設㈱ 3,350,000
㈱朝倉組 ㈲明和建設 ㈱新紀 竹中建設
㈱ AEC　TECH㈱ 野村建設㈱

2013000744 H25.9.17
県単独農業農村整備事業生地1地
区水路整備工事

農林整備課 生地 H25.12.20 4,450,000 指名 落札 ㈲飯田建設 4,150,000
㈲勇貴工業 ㈲飯田建設 ㈱新紀 竹中建
設㈱ AEC　TECH㈱ 野村建設㈱

2013000755 H25.9.17 市道中陣釈迦堂線道路改良工事 建設課 東布施 H25.11.29 3,304,000 指名 落札 ㈲飯田建設 3,280,000
㈱朝倉組 ㈲明和建設 此川工設㈱ ㈲飯
田建設 ㈱新紀 AEC　TECH㈱

2013000759 H25.9.17 市道中新堀高線道路改良工事 建設課 大布施 H25.11.29 8,422,000 指名 落札 ㈱黒部重機 8,300,000
朝倉建設㈱ ㈱稗田組 ㈱黒部重機 大平
工業㈱ 山田建設㈱ ㈱北陸体育施設 平
野建設
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2013000764 H25.9.17
都市計画道路黒部宇奈月線No.20
～No.27歩道整備工事

区画整理課 三日市 H25.12.20 5,906,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 5,850,000
㈲勇貴工業 ㈲明和建設 ㈲飯田建設 ㈱
新紀 竹中建設㈱ AEC　TECH㈱ 朝倉建
設㈱

2013000766 H25.9.17 堂田地区排水路改修工事 農林整備課 前沢 H25.12.20 3,900,000 指名 落札 ㈱新紀 3,850,000
㈲勇貴工業 此川工設㈱ ㈲飯田建設 ㈱
新紀 竹中建設㈱ AEC　TECH㈱

2013000776 H25.9.17
若栗地区小規模急傾斜地崩壊対策
工事

建設課 若栗 H25.11.29 5,047,000 指名 落札 竹中建設㈱ 5,000,000
㈱朝倉組 此川工設㈱ 竹中建設㈱ 野村
建設㈱ ㈱田中建設 東光エキスプレス㈱
西尾建設

2013000778 H25.9.17
新幹線駅東口交通広場施設整備工
事（その3）

新幹線交通政策課 若栗 H26.2.28 9,466,000 指名 落札 西尾建設 8,950,000
㈱田中建設 東光エキスプレス㈱ 熊野土
建㈱ ㈲紅粉建設 中村組 西尾建設 竹
中建設㈱

2013000781 H25.9.17 下蔵橋長寿命化修繕工事 建設課 前沢 H25.11.29 4,228,000 指名 落札 ㈱新紀 4,200,000
㈲勇貴工業 ㈲飯田建設 ㈱新紀 拓新工
業 竹中建設㈱ AEC　TECH㈱業 竹中建設㈱ AEC TECH㈱

2013000782 H25.9.17 市道西小路若栗線道路改良工事 建設課 荻生 H25.11.29 4,829,000 指名 落札 ㈱角井建設 4,800,000
㈲勇貴工業 ㈱新紀 拓新工業 竹中建設
㈱ AEC　TECH㈱ ㈱角井建設 森内建設
㈱

2013000753 H25.9.17
市道新堂中新線1期（植木工区）舗
装工事

建設課 大布施 H25.11.29 9,441,000 指名 落札 桜井建設㈱ 9,250,000
桜井建設㈱ 共和土木㈱ 此川建設㈱ 夏
野土木工業㈱

2013000757 H25.9.17 田家小学校駐車場舗装工事 都市計画課 田家 H25.11.29 7,351,000 指名 落札 共和土木㈱ 7,200,000
桜井建設㈱ 共和土木㈱ 此川建設㈱ ㈱
音沢土建

2013000765 H25.9.17
市道石田駅立野線他3路線舗装修
繕工事

建設課 石田 H25.11.15 9,107,000 指名 落札 桜井建設㈱ 9,000,000
桜井建設㈱ 共和土木㈱ 此川建設㈱ 夏
野土木工業㈱ ㈱音沢土建
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2013000771 H25.9.17 若栗小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 都市計画課 若栗 H25.11.29 3,728,000 指名 落札 ㈱新興 3,650,000
大高建設㈱ 森内建設㈱ ㈱音沢土建 ㈱
新興 此川建設㈱

2013000774 H25.9.17 田家小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 都市計画課 田家 H25.11.29 3,511,000 指名 落札 宮崎建設㈱ 3,500,000
桜井建設㈱ 宮崎建設㈱ 森内建設㈱ ㈱
新興 ㈱辻建設

2013000777 H25.9.17 中新市営住宅物置更新工事 都市計画課 大布施 H25.12.20 6,635,000 指名 落札 ㈱匠建設 6,600,000
平野工務店㈱ 宮崎建設㈱ 夏野土木工
業㈱ ㈲間部建設 ㈱匠建設

2013000735 H25.9.17 黒部市都市計画基礎調査業務委託 都市計画課 市内一円 H26.3.25 4,760,000 指名 落札 ㈱上智県東部支店 4,600,000

北建コンサル㈱東部支店 ㈱協和新川支
店 ㈱上智県東部支店 ㈱新日本コンサ
ルタント新川営業所 ㈱日本海コンサルタ
ント富山支店

2013000762 H25.9.17
橋梁長寿命化修繕計画策定に伴う
点検調査業務委託

建設課 市内一円 H26.1.31 4,754,000 指名 落札
㈱国土開発センター
富山支店

4,500,000

㈱建成コンサルタント黒部支店 ㈱新日
本コンサルタント新川営業所 ㈱東洋設
計新川営業所 ㈱国土開発センター富山点検調査業務委託 富山支店 計新川営業所 ㈱国土開発センタ 富山
支店 大日本コンサルタント㈱北陸支社

2013000736 H25.9.17 旧下立公民館解体工事 農林整備課 下立 H26.2.28 10,940,000 指名 落札 ㈱音沢土建 10,600,000
夏野土木工業㈱ 桜井建設㈱ 大高建設
㈱ ㈱音沢土建 此川建設㈱ 新川インダ
ストリ㈱


