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2013001016 H25.11.6
内山簡易水道内山配水池水位計設
置工事

工務課
宇奈月町

内山
H26.2.28 2,830,000 指名 落札 ㈱サンコー 2,680,000

㈱アリタ富山支店 荏原商事㈱富山支店
㈱柿本商会富山支店 ㈱サンコー 富士機
設工業㈱

2013000936 H25.11.8
おおしまﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場駐車場増設工事
（その2）

農林整備課 石田 H26.3.14 16,380,000 一般 落札 桜井建設㈱ 16,300,000 桜井建設㈱ ㈱稗田組

2013000938 H25.11.8 田家学童保育施設増築工事 都市計画課 田家 H26.3.14 16,450,000 一般 落札 桜井建設㈱ 16,400,000 桜井建設㈱ 平野工務店㈱

2013000914 H25.11.8
区画道路8-4号線No.4～No.9道路築
造工事

区画整理課 三日市 H26.3.14 18,730,000 一般 落札 ㈱澤田土建 18,400,000 ㈱澤田土建 中山工業㈱ 朝倉建設㈱

2013000835 H25.11.8
市道荻生若栗線電線共同溝整備工
事（その2）

新幹線交通政策課 若栗 H26.2.7 28,500,000 一般 落札 ㈱新興 28,200,000 ㈱新川マリン ㈱新興

下85 H25.11.8
特環処理分区1060-1外2路線管渠布
設工事

工務課 荻生 H26.3.14 16,850,000 一般 落札 森内建設㈱ 16,420,000
㈱新川マリン ㈱晴柀工業 ㈱角井建設 ㈲
有倉建設 森内建設㈱ ㈱稗田組

水43 H25.11.8
一般国道8号ﾊﾞｲﾊﾟｽ工事に伴う水道
管移設工事

工務課 石田 H26.3.14 24,180,000 一般 落札 富士管機工業 23,600,000
富士管機工業 丸田工業㈱ ㈲宮崎住設
吉枝工業㈱

2013000789 H25.11.8
黒部市総合体育ｾﾝﾀｰ温水ﾌﾟｰﾙ空調
設備改修工事

生涯学習スポーツ課 石田 H26.1.31 22,550,000 一般 落札 吉枝工業㈱ 22,300,000 吉枝工業㈱

水45 H25.11.11
水道普及促進事業中坪第６水源築造
（上屋新築）工事

工務課 若栗 H26.3.20 2,620,000 指名 落札 北陸水道工業㈱ 2,600,000
坂口建設㈱ ㈱新興 北陸水道工業㈱ 松
倉建設㈱ 村井鉄工所

下88 H25.11.11
三日市処理分区1012-1-1路線舗装
復旧工事

工務課 三日市 H26.3.14 2,750,000 指名 落札 桜井建設㈱ 2,700,000 共和土木㈱ 此川建設㈱ 桜井建設㈱
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下90 H25.11.13
特環処理分区46-1外５路線管渠布設
工事

工務課 大布施・荻生 H25.12.27 2,690,000 指名 落札 田村工業 2,620,000
㈱角井建設 ㈱黒部重機 田村工業 平野
建設 森内建設㈱ ㈲勇貴工業 ㈱新紀

2013001005 H25.11.14
宇奈月簡易水道 残留塩素計設置工
事

工務課 宇奈月温泉 H26.2.28 2,850,000 指名 落札 ㈱サンコー 2,700,000
㈱アリタ富山支店 荏原商事㈱富山支店
㈱柿本商会富山支店 ㈱サンコー 富士機
設工業㈱

2013001018 H25.11.20 新幹線駅西第3駐車場舗装工事 新幹線交通政策課 若栗 H26.2.28 8,929,000 指名 落札 共和土木㈱ 8,700,000
桜井建設㈱ 共和土木㈱ 此川建設㈱ ㈱
新興

2013001026 H25.11.20 黒部川公園休憩施設設置工事 都市計画課 荻生 H26.3.14 3,688,000 指名 落札 森内建設㈱ 3,650,000
森内建設㈱ ㈱辻建設 ㈲間部建設 ㈱新
川マリン ㈱澤田土建

2013000940 H25.11.20
市道荻生若栗線電線共同溝整備工
事（その4）

新幹線交通政策課 荻生・若栗 H26.3.14 18,600,000 指名 落札 ㈱新川マリン 18,500,000
㈱新興 ㈱新川マリン ㈲有倉建設 ㈱晴柀
工業 ㈱角井建設 ㈱田中建設 森内建設
㈱

2013000964 H25.11.20 市道荻生若栗線改良工事 新幹線交通政策課 荻生・若栗 H26.2.24 14,400,000 指名 落札 ㈱晴柀工業 14,200,000

㈱角井建設 ㈱田中建設 森内建設㈱ ㈲
山下重機建設 東光エキスプレス㈱ 西尾
建設 ㈱新興 ㈱新川マリン ㈲有倉建設
㈱晴柀工業

2013000977 H25.11.20 地鉄駅前交通広場消雪工事 新幹線交通政策課 若栗 H26.3.14 4,212,000 指名 不落随契トーヨー設備 4,150,000
飛弾配管工業㈱ 加道川工業 mou 武隈
鉄工㈱ トーヨー設備

2013000985 H25.11.20
市道荻生若栗線電線共同溝整備工
事（その3）

新幹線交通政策課 若栗 H26.3.14 23,500,000 指名 落札 ㈱田中建設 23,400,000
㈱新興 ㈱新川マリン ㈲有倉建設 ㈱晴柀
工業 ㈱田中建設 ㈲山下重機建設 東光
エキスプレス㈱ 西尾建設

2013000986 H25.11.20 市道荻生若栗線改良工事（その2） 新幹線交通政策課 荻生・若栗 H26.3.7 12,200,000 指名 落札 ㈱田中建設 11,900,000
㈱角井建設 ㈱田中建設 森内建設㈱ ㈲
山下重機建設 東光エキスプレス㈱ 西尾
建設 ㈱新紀

2013001000 H25.11.20 新幹線駅西第4駐車場側溝整備工事 新幹線交通政策課 若栗 H26.2.28 3,836,000 指名 落札 ㈱新紀 3,770,000
㈱朝倉組 ㈲勇貴工業 ㈲明和建設 ㈱新
紀 拓新工業 AEC　TECH㈱
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2013001006 H25.11.20
区画道路8-7号線No.14～No.17道路
築造工事

区画整理課 三日市 H26.3.14 13,900,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 13,600,000
朝倉建設㈱ 第一建設㈱ ㈱黒部重機 熊
野土建㈱ ㈱北陸体育施設 ㈲紅粉建設
中村組

水44 H25.11.20
一般国道8号ﾊﾞｲﾊﾟｽ工事に伴う水道
管移設（その2）工事

工務課 石田 H26.3.14 17,500,000 指名 落札 ㈲宮崎住設 17,100,000
富士管機工業 黒部エムテック㈱ ㈲宮崎
住設 富山管工㈱ 協進工業㈱ ㈲丸さく

水46 H25.11.20
ﾗｲﾌﾗｲﾝ機能強化事業県道福平石田
線石綿ｾﾒﾝﾄ管改良工事

工務課 石田 指名 不調
富士管機工業　黒部エムテック㈱　丸田
工業㈱　㈲宮崎住設　富山管工㈱　北陸
水道工業㈱

2013001023 H25.11.20
新幹線駅西第3駐車場照明施設設置
工事

新幹線交通政策課 若栗 H26.2.28 9,918,000 指名 落札 日本交通興業㈱ 9,800,000
北陸機材㈱黒部営業所 道路施設㈱ 交
通企画㈱ 日本交通興業㈱ ㈱陽光興産

2013001024 H25.11.20 市道荻生若栗線照明施設整備工事 新幹線交通政策課 若栗 H26.2.28 12,080,000 指名 落札
北陸機材㈱黒部営業
所

11,800,000
北陸機材㈱黒部営業所 日本交通興業㈱
道路施設㈱ ㈱アイズ総合 交通設備㈱

2013001027 H25.11.20 阿古屋野ﾄﾝﾈﾙ調査点検委託 農林整備課 田家 H26.3.14 6,200,000 指名 落札
㈱国土開発センター
東部営業所

6,000,000

北建コンサル㈱東部支店 ㈱協和新川支
店 ㈱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 ㈱国土開発
センター東部営業所 ㈱日本海コンサルタ
ント富山支店 大日本コンサルタント㈱北
陸支社
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