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2014000318 H26.6.6
市道新堂中新線2期（植木工区）道
路整備工事

建設課 大布施 H26.7.31 2,538,000 指名 落札 平野建設 2,500,000
㈲飯田建設　㈱黒部重機　㈱新紀　田村
工業　平野建設

下28 H26.6.16
生地処理分区82外1路線舗装復旧
工事

工務課 生地 H26.9.30 2,640,000 指名 落札 共和土木㈱ 2,600,000 共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱

2014000400 H26.6.18
区画道路8-7号線道路築造付帯工
事

区画整理課 三日市 H26.8.20 2,749,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 2,700,000
朝倉建設㈱　㈱新紀　竹中建設㈱　東光
エキスプレス㈱　村井鉄工所

2014000096 H26.6.19
都市計画道路前沢植木線高橋川橋
梁に係る仮設道路工事

都市計画課 三日市・大布施 H26.9.30 16,590,000 一般 落札 中山工業㈱ 16,500,000
㈱黒部重機 中山工業㈱ ㈱澤田土建 平
野建設

2014000150 H26.6.19
新幹線駅第2､3駐車場料金設備設
置工事

新幹線交通政策課 荻生・若栗 H26.10.31 14,490,000 一般 落札
北陸電気工事㈱　新
川支店

12,330,000
㈱中西電気 北陸機材㈱黒部営業所 北
陸電気工事㈱　新川支店

2014000169 H26.6.19
市道新堂中新線2期（中新工区）道
路整備工事

建設課 大布施 H26.10.10 27,050,000 一般 落札 ㈱澤田土建 26,700,000
㈱新川マリン 夏野土木工業㈱ ㈱晴柀工
業 ㈲有倉建設 中山工業㈱ ㈱澤田土建

2014000180 H26.6.19 石田漁港東防波堤嵩上工事 農林整備課 石田 H26.11.14 58,500,000 一般 落札 桜井建設㈱ 58,000,000 桜井建設㈱ ㈱新川マリン

2014000200 H26.6.19
田籾地区簡易水道給配水管布設工
事

工務課 東布施 H26.10.31 20,570,000 一般 落札 丸田工業㈱ 20,100,000
富士管機工業 北陸水道工業㈱ 丸田工
業㈱

下16 H26.6.19
特環処理分区451外5路線管渠布設
工事

工務課 荻生 H26.9.10 18,300,000 一般 落札 ㈱新川マリン 18,000,000
㈱新川マリン ㈱晴柀工業 ㈲有倉建設
㈱角井建設 森内建設㈱ ㈱澤田土建

2014000313 H26.6.24 新幹線駅駐車場案内標識設置工事 新幹線交通政策課 荻生・若栗 H26.9.30 7,014,000 指名 落札 ㈱陽光興産 6,800,000
北陸機材㈱黒部営業所 日本交通興業
㈱ 交通設備㈱ 道路施設㈱ ㈱陽光興産

2014000317 H26.6.24
市道新堂中新線1期（植木工区）舗
装その2工事

建設課 大布施 H26.8.5 9,222,000 指名 落札 桜井建設㈱ 9,100,000
共和土木㈱ 此川建設㈱ 桜井建設㈱ ㈱
新川マリン
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2014000324 H26.6.24 市道舌山栗林線舗装工事（その2） 新幹線交通政策課 若栗 H26.9.10 7,019,000 指名 落札 此川建設㈱ 6,900,000
共和土木㈱ 此川建設㈱ 桜井建設㈱ ㈱
新興

2014000327 H26.6.24
橋梁長寿命化修繕計画策定業務委
託

建設課 市内一円 H26.11.28 4,603,000 指名 落札
㈱国土開発センター
東部支店

4,500,000

北建コンサル㈱東部支店 ㈱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 ㈱上智県東部支店 ㈱
中部コンサルタント東部支店

2014000340 H26.6.24
布施山簡易水道本野・中山高区配
水池電気機械設備工事

工務課 前沢 H26.11.10 18,130,000 指名 落札 北陸水道工業㈱ 17,850,000
富士管機工業 吉枝工業㈱ 富山管工㈱
㈲中谷配管工業 北陸水道工業㈱ 武隈
鉄工㈱

2014000341 H26.6.24
下立まちおこしｾﾝﾀｰ体育館屋根塗
装工事

都市計画課 宇奈月町下立 H26.9.30 8,559,000 指名 落札 ㈲ヒダ塗装 7,700,000
㈱経塚組　㈲中井塗装　㈲ヒダ塗装　柴
沢塗装㈲

2014000345 H26.6.24 市道生地中新線舗装工事 建設課 生地 H26.9.19 4,178,000 指名 落札 共和土木㈱ 4,100,000 共和土木㈱ 此川建設㈱ 桜井建設㈱

2014000348 H26.6.24
宇奈月簡易水道市道宇奈月谷線配
水管改良工事

工務課 宇奈月温泉 H26.8.20 2,870,000 指名 落札 富山管工㈱ 2,800,000
吉枝工業㈱ 富山管工㈱ ㈲中谷配管工
業 飛弾配管工業㈱ 武隈鉄工㈱

水4 H26.6.24 五十里地区付替給水工事 工務課 大布施 H26.8.25 3,290,000 指名 落札 トーヨー設備 3,190,000
丸田工業㈱　米島商会　㈲中谷配管工
業　武隈鉄工㈱　トーヨー設備

水11 H26.6.24
水道普及促進事業市道堀切飛騨線
外1路線配水管布設工事

工務課 石田 H26.9.25 4,580,000 指名 落札 加道川工業 4,420,000
富士管機工業　㈲宮崎住設　㈲丸さく
飛弾配管工業㈱　加道川工業

水12 H26.6.24
水道普及促進事業市道中新古御堂
線外1路線配水管布設工事

工務課 大布施 H26.9.25 10,976,000 指名 落札 富士管機工業 10,600,000
黒部エムテック㈱ 富山管工㈱ 富士管機
工業 北陸水道工業㈱ 丸田工業㈱ 吉枝
工業㈱

水14 H26.6.24
水道普及促進事業県道沓掛魚津線
舗装復旧工事

工務課 大布施 H26.9.30 3,240,000 指名 落札 共和土木㈱ 3,200,000 共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱

水15 H26.6.24
中坪配水場№1取水流量計更新工
事

工務課 若栗 H26.10.31 4,200,000 指名 落札 荏原商事㈱富山支店 4,000,000
㈱サンコー　富士機設工業㈱　㈱アリタ
富山支店　荏原商事㈱富山支店　㈱柿
本商会富山支店

※入札（随意契約）結果は、黒部市役所黒部庁舎２階設計図書縦覧室入口の建設工事入札結果掲示板に掲示しています。
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下22 H26.6.24
特環処理分区790路線圧送管渠布
設工事

工務課 村椿 H26.8.20 5,580,000 指名 落札 協進工業㈱ 5,300,000
吉枝工業㈱　富士管機工業　黒部エム
テック㈱　㈲宮崎住設　北陸水道工業㈱
協進工業㈱

下23 H26.6.24
特環処理分区327-6-1外1路線管渠
布設工事

工務課 大布施 H26.8.20 6,130,000 指名 落札 平野建設 6,000,000
㈲飯田建設　㈱新紀　㈲村椿工業　㈱黒
部重機　平野建設　籠瀬運輸㈱　㈱五常

下24 H26.6.24
三日市処理分区1061-2外2路線管
渠布設工事

工務課
三日市・前沢・

荻生
H26.8.29 9,250,000 指名 落札 ㈱新紀 9,000,000

㈱角井建設　朝倉建設㈱　森内建設㈱
村井鉄工所　大平工業㈱　山田建設㈱
AEC　TECH㈱　㈱新紀

下25 H26.6.24 特環処理分区60路線舗装復旧工事 工務課 田家 H26.8.29 3,390,000 指名 落札 桜井建設㈱ 3,300,000 共和土木㈱ 此川建設㈱ 桜井建設㈱

下26 H26.6.24
特環処理分区319-1路線舗装復旧
工事

工務課 大布施 H26.8.29 2,950,000 指名 落札 共和土木㈱ 2,900,000 共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱

下27 H26.6.24
特環処理分区1042-2外1路線舗装
復旧工事

工務課 荻生 H26.8.29 5,510,000 指名 落札 此川建設㈱ 5,450,000
共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱
㈱新川マリン

下29 H26.6.24
特環処理分区843外2路線管渠布設
工事

工務課 若栗 H26.9.25 12,190,000 指名 落札 竹中建設㈱ 12,000,000
㈱田中建設　㈲野村建設　㈲山下重機
建設　東光エキスプレス㈱　㈱谷口工務
店　西尾建設　竹中建設㈱

下30 H26.6.24
特環処理分区759外3路線管渠布設
工事

工務課 若栗 H26.9.25 12,840,000 指名 落札 西尾建設 12,400,000
㈱田中建設　㈲山下重機建設　東光エ
キスプレス㈱　熊野土建㈱　㈲紅粉建設
西尾建設　竹中建設㈱

2014000438 H26.6.26
市道新堂中新線１期（植木工区）舗
装その３工事

建設課 大布施 H26.8.29 2,693,000 指名 落札 共和土木㈱ 2,600,000 共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱

※入札（随意契約）結果は、黒部市役所黒部庁舎２階設計図書縦覧室入口の建設工事入札結果掲示板に掲示しています。


