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平成26年度　入札結果情報 250万円以上 入札日：平成26年8月1日～平成26年8月31日 ※価格は消費税抜き
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2014000685 H26.8.6
市道新堂中新線１期（植木工区）舗
装その４工事

建設課 大布施 H26.9.22 2,777,000 指名 落札 共和土木㈱ 2,700,000 共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱

2014000468 H26.8.8 宮沢地区水路改修工事 農林整備課 前沢 H26.11.28 14,900,000 一般 落札 松倉建設㈱ 14,700,000 坂口建設㈱　㈲野村建設　松倉建設㈱

2014000479 H26.8.8
市道新堂中新線1期（新堂工区）道
路整備工事

建設課 荻生 H26.12.25 44,740,000 一般 落札 桜井建設㈱ 44,300,000
桜井建設㈱　㈱新興　中西電業㈱　㈱新
川マリン　㈱晴柀工業

2014000509 H26.8.8 宮野運動公園体育館屋根改修工事 都市計画課 前沢 H26.12.19 26,880,000 一般 落札 森内建設㈱ 26,600,000 此川建設㈱ 森内建設㈱

2014000511 H26.8.8 中新市営住宅外壁等改修工事 都市計画課 大布施 H26.12.19 29,830,000 一般 落札 森内建設㈱ 29,500,000 森内建設㈱

2014000515 H26.8.8
宇奈月中学校体育館等吊り天井撤
去工事

都市計画課 宇奈月町下立 H26.11.28 19,450,000 一般 落札 此川建設㈱ 19,300,000 大高建設㈱　此川建設㈱

2014000519 H26.8.8
都市計画道路前沢植木線電線類地
中化工事

都市計画課 三日市 H26.12.12 36,710,000 一般 落札 中西電業㈱ 36,000,000
㈱澤田土建 ㈱新興 中西電業㈱ 中山工
業㈱ ㈱新川マリン 松倉建設㈱

水23 H26.8.8
市道若栗2号線外2路線配水管改良
工事

工務課 若栗 H26.12.10 28,463,000 一般 落札 北陸水道工業㈱ 28,000,000
富山管工㈱　北陸水道工業㈱　㈲宮崎
住設　吉枝工業㈱

下32 H26.8.8
特環処理分区874外2路線管渠布設
工事

工務課 若栗 H26.12.10 17,140,000 一般 落札 ㈱新興 16,950,000
㈱新興　㈱田中建設　㈱新川マリン　西
尾建設

下33 H26.8.8
特環処理分区7外3路線管渠布設工
事

工務課 荻生 H26.12.10 18,230,000 一般 落札 ㈱晴柀工業 17,800,000
㈲有倉建設　㈱角井建設　㈱新川マリン
㈱晴柀工業

下40 H26.8.8
特環処理分区722外2路線管渠布設
工事

工務課 村椿 H26.12.22 30,330,000 一般 落札 夏野土木工業㈱ 30,000,000 夏野土木工業㈱

※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41 H26.8.8
特環処理分区719外3路線管渠布設
工事

工務課 若栗 H26.11.28 16,830,000 一般 落札 ㈱田中建設 16,150,000
㈱新興　㈱田中建設　㈱新川マリン　西
尾建設

2014000574 H26.8.22 市道金屋栃沢線道路改良工事 建設課 大布施 H26.11.10 6,497,000 指名 落札 平野建設 6,350,000
㈲飯田建設 ㈱籠瀬運輸 ㈲村椿工業
AEC　TECH㈱ ㈱五常 ㈱黒部重機 平野
建設

2014000575 H26.8.22 市道西町両瀬線路肩改良工事 建設課 若栗 H26.11.10 4,568,000 指名 落札 五代興業㈱ 4,200,000
㈱新紀　拓新工業　㈱籠瀬運輸　五代興
業㈱　AEC　TECH㈱　野村建設㈱

2014000576 H26.8.22 市道中新西小路線道路改良工事 建設課 荻生 H26.11.10 6,350,000 指名 落札 ㈱角井建設 6,200,000
㈱朝倉組　㈲明和建設　此川工設㈱　㈱
新紀　㈱五常　㈱角井建設　森内建設㈱

2014000586 H26.8.22
市道新堂中新線2期案内標識・道路
照明設置工事

建設課 大布施 H27.2.27 13,190,000 指名 落札 日本交通興業㈱ 12,800,000
北陸機材㈱黒部営業所　日本交通興業
㈱　㈱アイズ総合　交通設備㈱　道路施
設㈱　交通企画㈱　㈱陽光興産

2014000589 H26.8.22 市道愛本新19号線道路改良工事 建設課 宇奈月町愛本 H26.11.28 6,787,000 指名 落札 ㈲明和建設 6,700,000
㈱朝倉組　㈲明和建設　此川工設㈱　拓
新工業　五代興業㈱　野村建設㈱

2014000590 H26.8.22 荻生小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 都市計画課 荻生 H27.3.13 10,820,000 指名 落札 森内建設㈱ 10,600,000
大高建設㈱　森内建設㈱　㈱新興　此川
建設㈱　㈱新川マリン　㈱澤田土建

2014000591 H26.8.22 桜井中学校ﾌﾟｰﾙ解体工事 都市計画課 前沢 H26.12.15 7,191,000 指名 落札 松倉建設㈱ 7,000,000
㈱新興　㈲山下重機建設　東光エキスプ
レス㈱　松倉建設㈱　新川インダストリ㈱

2014000592 H26.8.22 音沢橋長寿命化修繕工事 建設課 宇奈月町音沢 H26.12.5 4,421,000 指名 落札 野村建設㈱ 4,400,000
㈱朝倉組　㈲明和建設　此川工設㈱　拓
新工業　五代興業㈱　野村建設㈱

2014000597 H26.8.22
市道西小路栃屋線外1路線道路改
良工事

建設課 大布施・荻生 H26.11.28 6,489,000 指名 落札 ㈱新紀 6,170,000
㈱新紀　㈱籠瀬運輸　㈲村椿工業　㈱角
井建設　森内建設㈱　㈱黒部重機　平野
建設

2014000598 H26.8.22
市道新堂中新線2期（堀高工区）舗
装工事

建設課 大布施 H26.12.25 27,970,000 指名 落札 共和土木㈱ 27,300,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
松倉建設㈱　坂口建設㈱

※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。
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2014000601 H26.8.22 市道内山8号線外消雪更新工事 建設課 宇奈月町内山 H26.11.28 7,287,000 指名 落札 富山管工㈱ 7,200,000
黒部エムテック㈱　丸田工業㈱　富山管
工㈱　北陸水道工業㈱　協進工業㈱　米
島商会

2014000602 H26.8.22 新幹線駅東口交通広場植栽工事 新幹線交通政策課 若栗 H26.12.10 21,000,000 指名 落札 ㈲山口造園 20,800,000
㈲山口造園　㈲さんの造園　㈲中田造園
㈲紙谷造園　㈲曙園　中坪造園　㈲新村
庭樹園　㈲関吉萬葉園

2014000603 H26.8.22
新幹線駅東口交通広場他誘導ｻｲﾝ
整備工事

新幹線交通政策課 若栗・荻生 H27.2.20 32,480,000 指名 落札
北陸機材㈱黒部営業
所

31,400,000
北陸機材㈱黒部営業所　日本交通興業
㈱　㈱アイズ総合　交通設備㈱　道路施
設㈱　交通企画㈱　㈱陽光興産

下43 H26.8.22
特環処理分区775-2-1外1路線管渠
布設工事

工務課 若栗 H26.11.28 10,850,000 指名 落札 西尾建設 10,700,000
㈱田中建設　㈲野村建設　㈲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

下44 H26.8.22
特環処理分区481路線管渠布設工
事

工務課 荻生 H26.10.31 3,200,000 指名 落札 ㈱新紀 3,100,000
㈲飯田建設　㈱新紀　拓新工業　㈱籠瀬
運輸　五代興業㈱　野村建設㈱

2014000681 H26.8.25 若栗公民館擁壁改修工事 生涯学習スポーツ課 若栗 H26.10.24 2,562,000 指名 落札 西尾建設 2,550,000
東光エキスプレス㈱　西尾建設　㈲山下
重機建設

※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。


