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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7月1日～平成27年7月31日 ※価格は消費税抜き
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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）
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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

2015000261 H27.7.7
宇奈月簡易水道宇奈月第3水源地さ
く井工事

工務課 宇奈月温泉 H28.3.22 47,310,000 一般 落札 大高建設㈱ 46,850,000
大高建設㈱　㈱音沢土建　此川建設㈱
中山工業㈱

下26 H27.7.7
特環処理分区3外2路線管渠
布設工事

工務課 荻生 H27.10.30 17,270,000 一般 落札 ㈲有倉建設 16,600,000
㈱晴柀工業　㈲有倉建設　松倉建設㈱
㈱新紀　㈱新川マリン　㈱角井建設　㈱音
沢土建　中山工業㈱

下27 H27.7.7
特環処理分区713外2路線管
渠布設工事

工務課 村椿 H27.10.15 16,060,000 一般 落札 夏野土木工業㈱ 15,800,000
共和土木㈱　夏野土木工業㈱　第一建設
㈱

下28 H27.7.7
特環処理分区717-1外1路線
管渠布設工事

工務課 若栗 H27.10.15 16,360,000 一般 落札 ㈱田中建設 15,400,000 ㈱新興　西尾建設　㈱田中建設

2015000453 H27.7.8
都市計画道路前沢植木線舗装工事
（その６）

都市計画課 大布施 H27.9.30 2,746,000 指名 落札 桜井建設㈱ 2,700,000 共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱

2015000510 H27.7.9 横又排水機場除塵機等改修工事 農林整備課 村椿 H27.8.31 2,770,000 指名 落札 ㈱エステック 2,750,000
㈱エステック　㈱尾山製作所　新日本海重
工業㈱　富士機設工業㈱

2015000481 H27.7.10
黒部市総合体育センター冷温水二次
ポンプ台数制御装置等更新工事

スポーツ課 石田 H27.9.30 2,570,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 2,570,000
飛騨配管工業㈱　富士管機工業　丸田工
業㈱　吉枝工業㈱

2015000521 H27.7.16 市道堀高植木線路肩改良工事 建設課 大布施 H27.9.10 2,764,000 指名 落札 ㈱籠瀬運輸 2,730,000
㈲飯田建設、㈱籠瀬運輸、田村工業、平
野建設、㈲村椿工業

水26 H27.7.21 五十里地区付替給水工事 工務課 大布施 H27.11.10 3,800,000 指名 落札 トーヨー設備 3,700,000
トーヨー設備、㈲中谷配管工業、丸田工
業㈱、㈲宮崎住設、米島商会

水27 H27.7.21
水道普及促進事業県道福平石田線
配水管布設工事

工務課 田家 H27.11.10 8,240,000 指名 落札 富士管機工業 8,100,000
協進工業㈱、富士管機工業、北陸水道工
業㈱、㈲丸さく、丸田工業㈱、㈲宮崎住設

※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29 H27.7.21
水道普及促進事業都市計画道路三
日市新光寺線外1路線配水管布設工
事

工務課 三日市 H27.11.30 9,220,000 指名 落札 米島商会 9,200,000
協進工業㈱、富山管工㈱、北陸水道工業
㈱、㈲丸さく、吉枝工業㈱、米島商会

2015000433 H27.7.21 市道内山5号線他消雪更新工事 建設課 宇奈月町内山 H27.9.30 8,524,000 指名 落札 富山管工㈱ 8,400,000
協進工業、富山管工㈱、富士管機工業、
㈲丸さく、吉枝工業㈱、米島商会

2015000461 H27.7.21 道路ｽﾄｯｸ総点検（橋梁）業務委託 建設課 市内一円 H27.12.15 7,409,000 指名 落札
㈱国土開発センター
東部営業所

7,300,000

㈱国土開発センター東部営業所、㈱新日
本コンサルタント新川営業所、㈱上智県
東部支店、㈱中部コンサルタント東部支
店、㈱日本海コンサルタント富山支店

水31 H27.7.21 生地水源地配水設備更新工事 工務課 生地 H27.12.10 3,918,000 指名 落札 荏原商事㈱富山支店 3,670,000
㈱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㈱

2015000469 H27.7.21 宮野運動公園園路整備工事 都市計画課 前沢 H27.10.16 5,187,000 指名 落札 松倉建設㈱ 5,150,000
ＡＥＣＴＥＣＨ㈱、坂口建設㈱、松倉建設
㈱、村井鉄工所

2015000485 H27.7.21 県単林道杉谷線路肩改良工事 農林整備課 東布施 H27.10.30 3,600,000 指名 落札 村井鉄工所 3,500,000
㈲飯田建設、ＡＥＣＴＥＣＨ㈱、㈱五常、拓
新工業、村井鉄工所

2015000471 H27.7.21 市道田家6号線道路改良工事 建設課 田家 H27.11.30 9,561,000 指名 落札 山田建設㈱ 9,500,000
朝倉建設㈱、大平工業㈱、㈱谷口工務
店、㈱北陸体育施設、宮崎建設㈱、森内
建設㈱、山田建設㈱

2015000482 H27.7.21 市道愛本新19号線道路改良工事 建設課 宇奈月町愛本 H27.10.30 9,805,000 指名 落札 ㈲明和建設 9,750,000
㈱朝倉組、熊野土建㈱、竹中建設㈱、㈱
田中建設、中村組、㈲野村建設、㈲明和
建設

下41 H27.7.21 特環処理分区1路線管渠布設工事 工務課 荻生 H27.11.10 9,900,000 指名 落札 ㈱角井建設 9,750,000
㈱角井建設、㈱新紀、竹中建設㈱、西尾
建設、㈱晴柀工業、森内建設㈱、㈲山下
重機建設

2015000476 H27.7.21 欅平河原展望台整備工事 商工観光課
黒部奥山国有

林
H27.11.30 24,900,000 指名 落札 大高建設㈱ 23,000,000

大高建設㈱、㈱音沢土建、此川建設㈱、
㈱新川マリン、㈲紅粉建設

※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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2015000486 H27.7.21 宇奈月第1ﾍﾟｱﾘﾌﾄ保護設備復旧工事 農林整備課 宇奈月温泉 H27.11.13 15,200,000 指名 落札 大高建設㈱ 15,000,000
大高建設㈱、㈱音沢土建、此川建設㈱、
中村組、㈲紅粉建設

2015000466 H27.7.21
宇奈月簡易水道県道朝日宇奈月線
舗装復旧工事

工務課 宇奈月温泉 H27.10.15 5,580,000 指名 落札 此川建設㈱ 5,500,000
大高建設㈱、共和土木㈱、此川建設㈱、
桜井建設㈱

2015000434 H27.7.21
市道上野天神新線他2路線道路改良
工事

建設課 三日市 H27.9.30 8,410,000 指名 落札 共和土木㈱ 8,400,000
共和土木㈱、此川建設㈱、桜井建設㈱、
中山工業㈱

2015000484 H27.7.21
高志野中学校体育館外構工事（舗
装）

都市計画課 大布施 H27.12.10 16,040,000 指名 落札 共和土木㈱ 15,900,000
共和土木㈱、此川建設㈱、桜井建設㈱、
夏野土木工業㈱

下39 H27.7.21
特環処理分区62外1路線舗装復旧工
事

工務課 田家 H27.10.15 4,010,000 指名 落札 桜井建設㈱ 3,950,000 共和土木㈱、此川建設㈱、桜井建設㈱

2015000550 H27.7.22 市道六天飛騨線測量設計業務委託 建設課 村椿 H28.1.29 4,594,000 指名 落札
㈱スカイラーク企画航
測社

4,500,000
㈱建成コンサルタント黒部支店、㈱スカイ
ラーク企画航測社、㈱中田測量コンサル

2015000547 H27.7.30 市道舌山愛川線消雪嵩上工事 建設課 荻生 H27.10.30 2,745,000 指名 落札 北陸水道工業㈱ 2,720,000
富山管工㈱、北陸水道工業㈱、丸田工業
㈱、吉枝工業㈱、米島商会

※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。


