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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11月1日～平成26年11月30日 ※価格は消費税抜き

契約
番号

入札日 工事（業務）名 担当課 施行場所
完成予定
期　　　日

予定価格
　（円）

入札
方法

入札
状況

落札（随意契約）
業者

落札（随意契約）
価格（円）

入札参加業者 摘要

2014000823 H26.11.4 三島保育所増築工事（電気設備） 都市計画課 三日市 H27.3.13 2,634,000 指名 落札 本島電器総業㈱ 2,590,000
㈲中井電機　㈱中西電気　中西電業㈱
本島電器総業㈱

2014000824 H26.11.4 三島保育所増築工事（機械設備） 都市計画課 三日市 H27.3.13 4,426,000 指名 落札 米島商会 4,390,000
吉枝工業㈱　北陸水道工業㈱　米島商
会　㈲丸さく　㈲中谷配管工業

2014000828 H26.11.4 三島保育所増築工事（建築主体） 都市計画課 三日市 H27.3.13 17,200,000 一般 落札 森内建設㈱ 17,100,000 森内建設㈱

2014000844 H26.11.4
黒部市くろべ牧場まきばの風搾乳及
び育成牛舎等整備工事（建築主体）

くろべ牧場まきばの風 宇奈月町浦山 H27.3.25 31,350,000 一般 落札 宮崎建設㈱ 31,200,000 宮崎建設㈱

2014000845 H26.11.4
黒部市くろべ牧場まきばの風搾乳及
び育成牛舎等整備工事（電気設備）

くろべ牧場まきばの風 宇奈月町浦山 H27.3.25 10,460,000 指名 落札
北陸電気工事㈱　新
川支店

9,100,000

北陸電気工事㈱　新川支店　北陸通信
工業㈱　黒部営業所　黒部エムテック㈱
㈱中西電気　中西電業㈱　池田電設興
業㈱　大上戸電気㈱

2014000846 H26.11.4
黒部市くろべ牧場まきばの風搾乳及
び育成牛舎等整備工事（機械設備）

くろべ牧場まきばの風 宇奈月町浦山 H27.3.25 34,360,000 一般 落札 米島商会 34,000,000 吉枝工業㈱ 米島商会

2014000830 H26.11.5 市道新幹線駅東線歩道舗装工事 新幹線交通政策課 若栗 H27.1.30 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㈱
㈱新興

2014000985 H26.11.6 市道浦山25号線道路改良工事 建設課 宇奈月町浦山 H27.3.20 2,750,000 指名 落札 熊野土建㈱ 2,700,000
熊野土建㈱　此川工設㈱　拓新工業　富
山管工㈱　㈲紅粉建設

2014001003 H26.11.10
宇奈月簡易水道　市道とちの森線外
1路線舗装復旧工事

工務課 宇奈月温泉 H27.3.20 2,720,000 指名 落札 此川建設㈱ 2,700,000 共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱

2014000802 H26.11.12
黒部市温泉利用多目的施設新築工
事（建築主体）

都市計画課 宇奈月温泉 H28.3.25 437,600,000 一般 落札
大高建設・音沢土建
JV

437,000,000 大高建設・音沢土建JV

2014000803 H26.11.12
黒部市温泉利用多目的施設新築工
事（電気設備）

都市計画課 宇奈月温泉 H28.3.25 68,370,000 一般 落札
北陸電気工事㈱　新
川支店

58,120,000
㈱中西電気　中西電業㈱　北陸電気工
事㈱　新川支店

※入札(随意契約)結果は、黒部市役所黒部庁舎２階無線室入口でご覧になることができます。
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2014000804 H26.11.12
黒部市温泉利用多目的施設新築工
事（機械設備）

都市計画課 宇奈月温泉 H28.3.25 159,300,000 一般 落札
吉枝工業・富山管工
JV

159,150,000
吉枝工業・富山管工JV　富士管機工業・
宮崎住設JV

2014000977 H26.11.14 生地地内消雪配管布設工事 建設課 生地 H27.3.20 5,004,000 指名 落札 富士管機工業 4,850,000
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㈱　協進
工業㈱

2014000871 H26.11.20
黒部市水産物地方卸売市場屋上高
架水槽入替工事

農業水産課 生地 H27.3.20 4,750,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 4,700,000
吉枝工業㈱　黒部エムテック㈱　丸田工
業㈱　㈲宮崎住設　協進工業㈱　㈲丸さ
く

2014000913 H26.11.20 新幹線駅西口誘導ｻｲﾝ設置工事 新幹線交通政策課 若栗 H27.1.30 4,200,000 指名 落札 大高建設㈱ 4,100,000
桜井建設㈱　第一建設㈱　共和土木㈱
大高建設㈱

2014000969 H26.11.20
市道宇奈月9号線外1路線測量設計
業務委託

建設課 宇奈月温泉 H27.3.13 4,386,000 指名 落札
㈱スカイラーク企画航
測社

4,300,000

㈱スカイラーク企画航測社　㈱協和新川
支店　㈱建成コンサルタント黒部支店
㈱上智県東部支店　㈱中部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ東
部支店

2014000975 H26.11.20 浦山市営住宅電気温水器更新工事 都市計画課 宇奈月町浦山 H27.2.27 3,483,000 指名 落札 富山管工㈱ 3,400,000
吉枝工業㈱　富士管機工業　富山管工
㈱　㈲丸さく　mou

2014000988 H26.11.20 堀切市営住宅風呂釜更新工事 都市計画課 石田 H27.3.13 4,999,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 4,950,000
吉枝工業㈱　富士管機工業　黒部エム
テック㈱　㈲宮崎住設　米島商会　㈲丸
さく

2014000999 H26.11.20
都市計画道路大黒新天線№12～№
15築造工事

区画整理課 三日市 H27.3.20 9,089,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 9,000,000
㈱角井建設　朝倉建設㈱　森内建設㈱
㈱黒部重機　大平工業㈱　山田建設㈱
㈱谷口工務店

2014001004 H26.11.20 市道石田8号線舗装工事（その2） 都市計画課 石田 H27.3.13 7,416,000 指名 落札 桜井建設㈱ 7,300,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
東栄土木㈱

下60 H26.11.20
特環処理分区1外2路線管渠布設工
事

工務課 荻生 H27.3.20 10,600,000 指名 落札 ㈱角井建設 10,480,000
㈱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

※入札(随意契約)結果は、黒部市役所黒部庁舎２階無線室入口でご覧になることができます。


