
   1 頁

入札（随意契約）調書
平成30年度 契約番号 2018000816 入札日時 平成30年10月23日　　午前09時00分

市道新堂北新線配水管布設工事
工事名

施行場所 黒部市　三日市　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月18日　まで

最低制限価格額（税抜）落札額（税抜） 予定価格（税抜）

円円         5,000,000 円          5,116,000

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 （随意契約） 摘要

協進工業株式会社1         \5,160,000                                     

富士管機工業2         \5,120,000                                     

北陸水道工業株式会社3         \5,000,000                                     落札

有限会社丸さく4         \5,200,000                                     

丸田工業株式会社5         \5,200,000                                     

有限会社宮崎住設6         \5,170,000                                     

吉枝工業株式会社7         \5,100,000                                     

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

北陸水道工業株式会社　代表取締役　中　山　晃　治

執行者職氏名 財政課契約検査班　班長　柳原　整

立会者職氏名 財政課契約検査班契約検査係　主任　田村　真理

IP54P180

水27



   1 頁

入札（随意契約）調書
平成30年度 契約番号 2018000783 入札日時 平成30年10月23日　　午前09時10分

音沢東山簡易水道　市道浦山40号線配水管改良工事
工事名

施行場所 黒部市　宇奈月町浦山　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月18日　まで

最低制限価格額（税抜）落札額（税抜） 予定価格（税抜）

円円         7,600,000 円          7,697,000

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 （随意契約） 摘要

協進工業株式会社1         \7,680,000                                     

富山管工株式会社2         \7,600,000                                     落札

富士管機工業3         \7,700,000                                     

北陸水道工業株式会社4         \7,740,000                                     

丸田工業株式会社5         \7,770,000                                     

有限会社宮崎住設6         \7,750,000                                     

吉枝工業株式会社7         \7,650,000                                     

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

富山管工株式会社　代表取締役　森　　裕

執行者職氏名 財政課契約検査班　班長　柳原　整

立会者職氏名 財政課契約検査班契約検査係　主任　田村　真理

IP54P180



   1 頁

入札（随意契約）調書
平成30年度 契約番号 2018000817 入札日時 平成30年10月23日　　午前09時20分

特環処理分区863-2外1路線舗装復旧工事
工事名

施行場所 黒部市　若栗　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月14日　まで

最低制限価格額（税抜）落札額（税抜） 予定価格（税抜）

円円         4,000,000 円          4,014,000

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 （随意契約） 摘要

共和土木株式会社1         \4,020,000                                     

此川建設株式会社2         \4,010,000                                     

桜井建設株式会社3         \4,000,000                                     落札

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

桜井建設株式会社　代表取締役　大　愛　富　美　子

執行者職氏名 財政課契約検査班　班長　柳原　整

立会者職氏名 財政課契約検査班契約検査係　主任　田村　真理

IP54P180

下77



   1 頁

入札（随意契約）調書
平成30年度 契約番号 2018000818 入札日時 平成30年10月23日　　午前09時30分

特環処理分区飛騨農業集落排水舗装復旧工事
工事名

施行場所 黒部市　村椿　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月14日　まで

最低制限価格額（税抜）落札額（税抜） 予定価格（税抜）

円円         6,900,000 円          7,045,000

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 （随意契約） 摘要

共和土木株式会社1         \6,900,000                                     落札

此川建設株式会社2         \7,050,000                                     

桜井建設株式会社3         \7,000,000                                     

夏野土木工業株式会社4         \6,950,000                                     

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

共和土木株式会社　代表取締役社長　髙　村　克　宏

執行者職氏名 財政課契約検査班　班長　柳原　整

立会者職氏名 財政課契約検査班契約検査係　主任　田村　真理

IP54P180

下78



   1 頁

入札（随意契約）調書
平成30年度 契約番号 2018000755 入札日時 平成30年10月23日　　午前09時40分

市行造林保育管理業務委託
委託業務名

履行場所 黒部市　東布施　地内

履行期限 契約締結の翌日　から　平成31年 3月15日　まで

最低制限価格額（税抜）落札額（税抜） 予定価格（税抜）

円円        10,300,000 円         10,533,334

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 （随意契約） 摘要

此川建設株式会社1        \10,700,000                                     

有限会社中田造園2        \10,650,000                                     

新川森林組合3        \10,300,000                                     落札

有限会社紅粉建設4        \10,500,000                                     

松倉建設株式会社5        \10,580,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

新川森林組合　代表理事組合長　黒　瀬　宗　治

執行者職氏名 財政課契約検査班　班長　柳原　整

立会者職氏名 財政課契約検査班契約検査係　主任　田村　真理

IP54P180



   1 頁

入札（随意契約）調書
平成30年度 契約番号 2018000819 入札日時 平成30年10月23日　　午前09時50分

黒部処理区下水道ストックマネジメント実施方針策定業務委託（簡易版）
委託業務名

履行場所 黒部市　市内一円　地内

履行期限 契約締結の翌日　から　平成31年 3月22日　まで

最低制限価格額（税抜）落札額（税抜） 予定価格（税抜）

円円         3,300,000 円          3,420,000

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 （随意契約） 摘要

株式会社新日本コンサルタント　新川営業所1         \3,800,000                                     

株式会社中央設計技術研究所　黒部事務所2         \3,800,000                                     

株式会社中部設計3         \3,800,000                                     

株式会社日水コン　北陸事務所4         \4,000,000                                     

日本水工設計株式会社　富山事務所5         \3,300,000                                     落札

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

日本水工設計株式会社　富山事務所　所長　袖　野　貴　敬

執行者職氏名 財政課契約検査班　班長　柳原　整

立会者職氏名 財政課契約検査班契約検査係　主任　田村　真理

IP54P180

下232



   1 頁

入札（随意契約）調書
平成30年度 契約番号 2018000740 入札日時 平成30年10月23日　　午前10時00分

黒部市洪水ハザードマップ作成業務委託
委託業務名

履行場所 黒部市　市内一円　地内

履行期限 契約締結の翌日　から　平成31年 3月28日　まで

最低制限価格額（税抜）落札額（税抜） 予定価格（税抜）

円円         4,400,000 円          6,475,000

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 （随意契約） 摘要

株式会社オリス　富山支店1         \5,160,000                                     

株式会社サンワコン　富山支店2         \6,800,000                                     

株式会社新日本コンサルタント　新川営業所3         \6,450,000                                     

株式会社日本海コンサルタント　富山支店4         \6,700,000                                     

株式会社パスコ　富山支店5         \4,400,000                                     落札

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社パスコ　富山支店　支店長　朝　田　義　則

執行者職氏名 財政課契約検査班　班長　柳原　整

立会者職氏名 財政課契約検査班契約検査係　主任　田村　真理

IP54P180


