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平成27年度　入札結果情報 250万円以上 入札日：平成27年5月1日～平成27年5月31日 ※価格は消費税抜き
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水4 H27.5.11
市道舌山川端線外1路線配水管改
良工事

工務課 若栗 H27.8.31 11,410,000 指名 落札 富士管機工業 11,100,000
富山管工㈱　富士管機工業　北陸水道
工業㈱　㈲丸さく　㈲宮崎住設　吉枝工
業㈱

2015000053 H27.5.11
音沢東山簡易水道市道浦山40号線
配水管改良工事

工務課 宇奈月町浦山 H27.7.31 5,560,000 指名 落札 富山管工㈱ 5,400,000
富山管工㈱　北陸水道工業㈱　丸田工
業㈱　㈲宮崎住設　吉枝工業㈱

水7 H27.5.11
水道普及促進事業主要地方道魚津
生地入善線外1路線配水管布設工
事

工務課 村椿 H27.8.31 3,860,000 指名 落札 協進工業㈱ 3,800,000
協進工業㈱　武隈鉄工㈱　飛騨配管工
業㈱　mou

水2 H27.5.11 市道新堂線配水管改良工事 工務課 荻生 H27.7.15 3,020,000 指名 落札 ㈲中谷配管工業 2,920,000
武隈鉄工㈱　トーヨー設備　㈲中谷配管
工業　飛騨配管工業㈱　米島商会

水6 H27.5.11
漏水対策特別事業市道長屋愛川線
老朽管改良工事

工務課 荻生 H27.7.10 4,125,000 指名 落札 mou 4,030,000
トーヨー設備　㈲中谷配管工業　富士管
機工業　丸田工業㈱　mou

水10 H27.5.11 中坪第1水源地取水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事 工務課 若栗 H27.8.31 6,768,000 指名 落札 荏原商事㈱富山支店 6,450,000
㈱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㈱

水11 H27.5.11
中坪配水場第5取水流量計更新工
事

工務課 若栗 H27.8.31 4,210,000 指名 落札 荏原商事㈱富山支店 3,980,000
㈱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㈱

下10 H27.5.11
特環処理分区荒俣第1ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ
設置工事

工務課 村椿 H27.7.31 9,720,000 指名 落札 ㈱サンコー 9,700,000
㈱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㈱

2015000050 H27.5.11
都市計画道路前沢植木線道路改良
工事（その21）

都市計画課 大布施 H27.7.31 10,530,000 指名 落札 平野建設 10,300,000
㈱籠瀬運輸　熊野土建㈱　竹中建設㈱
㈱田中建設　田村工業　㈱晴柀工業　平
野建設

下4 H27.5.11
生地処理分区608-1路線管渠布設
工事

工務課 生地 H27.8.31 8,530,000 指名 落札 ㈱北陸体育施設 8,250,000
朝倉建設㈱　大平工業㈱　㈱谷口工務
店　㈱晴柀工業　㈱北陸体育施設　宮崎
建設㈱　㈲村椿工業

※入札（随意契約）結果は、黒部市役所黒部庁舎２階無線室前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7 H27.5.11
生地処理分区540-2路線管渠布設
工事

工務課 村椿 H27.8.31 10,820,000 指名 落札 ㈲飯田建設 10,500,000
㈲飯田建設　㈱角井建設　㈱新紀　西尾
建設　㈱北陸体育施設　宮崎建設㈱　森
内建設㈱

下5 H27.5.11
特環処理分区328-1路線管渠布設
工事

工務課 大布施 H27.8.31 10,300,000 指名 落札 田村工業 10,050,000
㈱籠瀬運輸　㈱新紀　田村工業　中村組
平野建設　森内建設㈱　㈲山下重機建
設

下8 H27.5.11
特環処理分区125路線管渠布設工
事

工務課 大布施 H27.7.31 8,910,000 指名 落札 ㈱籠瀬運輸 8,700,000
㈱朝倉組　朝倉建設㈱　㈱角井建設　㈱
籠瀬運輸　田村工業　㈲野村建設　平野
建設

下9 H27.5.11
特環処理分区750外1路線管渠布設
工事

工務課 若栗 H27.7.31 7,070,000 指名 落札 西尾建設 7,000,000
竹中建設㈱　㈱田中建設　東光エキスプ
レス㈱　西尾建設　村井鉄工所　㈲明和
建設　㈲山下重機建設

水1 H27.5.11
市道生地13号線外1路線舗装復旧
工事

工務課 生地 H27.7.15 4,060,000 指名 落札 桜井建設㈱ 3,950,000 共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱

2015000047 H27.5.11 林道前沢線舗装工事(その2） 農林整備課 前沢 H27.7.31 8,520,000 指名 落札 此川建設㈱ 8,400,000
共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱
松倉建設㈱

2015000051 H27.5.11 黒部市庁舎舗装工事（その1） 都市計画課 三日市 H27.8.31 21,800,000 指名 落札 共和土木㈱ 21,200,000
大高建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
桜井建設㈱　中山工業㈱

201500052 H27.5.11 黒部市庁舎舗装工事（その2） 都市計画課 三日市 H27.8.31 35,470,000 指名 落札 桜井建設㈱ 35,000,000
大高建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
桜井建設㈱　中山工業㈱

下1 H27.5.11
生地処理分区591外10路線舗装復
旧工事

工務課 村椿 H27.7.15 12,390,000 指名 落札 共和土木㈱ 12,000,000
共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱
夏野土木工業㈱

下2 H27.5.11
生地処理分区558-3外5路線舗装復
旧工事

工務課 村椿 H27.7.15 8,300,000 指名 落札 共和土木㈱ 8,100,000
共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱
夏野土木工業㈱

下3 H27.5.11
特環処理分区719外9路線舗装復旧
工事

工務課 若栗 H27.7.15 10,150,000 指名 落札 桜井建設㈱ 10,000,000
共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱
㈱新興

※入札（随意契約）結果は、黒部市役所黒部庁舎２階無線室前の建設工事入札結果掲示板に掲示しています。
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水8 H27.5.21 宮野運動公園配水管改良工事 工務課 前沢 H27.9.30 19,280,000 一般 落札 北陸水道工業㈱ 19,000,000
富士管機工業　北陸水道工業㈱　丸田
工業㈱

下6 H27.5.21
特環処理分区715外3路線管渠布設
工事

工務課 村椿 H27.9.30 16,830,000 一般 落札 共和土木㈱ 16,500,000
㈱音沢土建　共和土木㈱　㈱澤田土建
第一建設㈱　中山工業㈱　夏野土木工
業㈱　松倉建設㈱

下11 H27.5.21
特環処理分区890外2路線管渠布設
工事

工務課 若栗 H27.8.31 15,320,000 一般 落札 ㈱新興 15,000,000
㈱角井建設　㈱新興　㈱田中建設　西尾
建設

2015000061 H27.5.21
都市計画道路大黒新天線（17街区）
道路改良工事

区画整理課 荻生 H27.10.30 16,630,000 一般 落札 ㈲野村建設 14,600,000
朝倉建設㈱　㈲有倉建設　㈱角井建設
㈱新紀　㈱新川マリン　㈲野村建設　㈱
晴柀工業　森内建設㈱

2015000150 H27.5.21 黒部市庁舎消雪配管工事（その1） 都市計画課 三日市 H27.9.30 9,980,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 9,900,000
協進工業㈱　富士管機工業　北陸水道
工業㈱　㈲丸さく　吉枝工業㈱

2015000152 H27.5.21 黒部市庁舎井戸改修工事 都市計画課 三日市 H27.8.10 14,540,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 14,450,000
北陸水道工業㈱　㈲丸さく　丸田工業㈱
吉枝工業㈱

※入札（随意契約）結果は、黒部市役所黒部庁舎２階無線室前の建設工事入札結果掲示板に掲示しています。


