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504 H20.11.11 東山水辺公園トイレ新設工事
都市計画
課

浦山・下
立

H21.3.13 17,900,000 一般 落札 大高建設㈱ 17,200,000 大高建設㈱　桜井建設㈱　宮崎建設㈱

584 H20.11.11
市道新堂中新線舗装工事（そ
の６）

建設課 大布施 H21.3.19 18,800,000 指名 落札 共和土木㈱ 18,400,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　大高建設㈱　此川建設㈱
㈱新興　富山工業㈱　東栄土木㈱

603 H20.11.11
おおしまパークゴルフ場整備工
事（その４）

農林整備
課

石田 H21.1.30 6,960,000 指名 落札 桜井建設㈱ 6,850,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱　㈱新興　富山
工業㈱　東栄土木㈱

587 H20.11.11
黒部市特定環境保全公共下水
道事業　特環処理分区490-1
路線外舗装復旧工事

下水道課 荻生 H20.12.12 6,115,000 指名 落札 ㈱新興 6,000,000
大高建設㈱　此川建設㈱　㈱新興　富山工業㈱　東栄
土木㈱

水37 H20.11.11
水道普及促進事業　県道福平
石田線舗装本復旧工事

水道課 田家 H20.12.19 4,233,000 指名 落札 桜井建設㈱ 4,200,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　大高建設㈱　㈱新興　富山
工業㈱

625 H20.11.11 生地東部保育所解体工事
都市計画
課

生地 H21.3.10 9,650,000 指名 落札
夏野土木工業
㈱

9,500,000
夏野土木工業㈱　㈱新興　桜井建設㈱　共和土木㈱
㈲山下重機建設　新川インダストリ㈱　東光エキスプレ
ス㈱

605 H20.11.11
三日市保育所周辺土地区画整
理事業　都市計画道路三日市
新光寺線橋梁Ａ１橋台工事

区画整理
課

三日市 H21.3.25 13,800,000 指名 落札 ㈱澤田土建 13,700,000
大平工業㈱　㈱晴柀工業　宮崎建設㈱　㈱角井建設
㈲紅粉建設　㈱丸田組　㈱黒部重機　㈱澤田土建　朝
倉建設㈱　㈲野村建設

586 H20.11.11
黒部市特定環境保全公共下水
道事業　特環処理分区311-2
外1路線管渠布設工事

下水道課 大布施 H21.2.27 12,900,000 指名 落札 ㈱黒部重機 12,500,000
宮崎建設㈱　㈱佐々木土建　㈲明和建設　㈱黒部重機
森田組　㈱朝倉組　㈱北陸体育施設　田村工業　平野
建設

599 H20.11.11
市道新堂中新線道路改良工事
（その５）

建設課 大布施 H21.3.19 4,500,000 指名 落札 平野建設 4,500,000
㈱田中建設　東光エキスプレス㈱　田村工業　㈲飯田
建設　西尾建設　㈲エスケイ　平野建設

621 H20.11.11
内生谷地区小規模急傾斜地崩
壊対策工事

建設課 東布施 H21.3.25 4,130,000 指名 落札 ㈱谷口工務店 4,050,000
加道川工業　拓新工業　中村組　山田建設㈱　㈱谷口
工務店　此川工設㈱　野村建設

水39 H20.11.11
農免農道事業に伴う水道管移
設（その１）工事

水道課 若栗 H21.3.20 9,120,000 指名 落札
㈲中谷配管工
業

9,100,000
吉枝工業㈱　黒部エムテック㈱　丸田工業㈱　北陸水
道工業㈱　㈲中谷配管工業　協進工業㈱　富山管工㈱

519 H20.11.11

黒部市特定環境保全公共下水
道事業　特環処理分区（若栗
地区）補助管渠実施設計業務
委託

下水道課 若栗 H21.3.10 8,180,000 指名 落札
㈱建成コンサ
ルタント

8,000,000
㈱協和　㈱建成コンサルタント　㈱中央設計技術研究
所　北建コンサル㈱　㈱国土開発センター　㈱上智　㈱
新日本コンサルタント　㈱日本海コンサルタント

２５０万円以上 入札日：平成20年11月11日～平成20年12月10日
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602 H20.11.11
中央小学校体育館ランチルー
ム新築工事実施設計業務委託

都市計画
課

大布施 H21.3.30 13,851,000 指名 落札
大窪建築設計
事務所

7,100,000

㈱押田建築設計事務所　㈱三四五建築研究所　㈱鈴
木一級建築士事務所　㈱福見建築設計事務所　㈱創
建築事務所　㈱新建築設計事務所　㈱ﾀﾑﾗ建築設計
事務所　㈱小倉建築設計事務所　大窪建築設計事務
所　山口建築設計事務所

585 H20.11.18
釣り桟橋ﾘﾌﾚｯｼｭ事業　石田
ﾌｨｯｼｬﾘｰﾅ釣り桟橋塗装等工
事

農林整備
課

石田 H21.3.25 44,120,000 指名 落札 桜井建設㈱ 44,000,000
大高建設㈱　㈱音沢土建　共和土木㈱　桜井建設㈱
第一建設㈱　東栄土木㈱　富山工業㈱　中西電業㈱
中山工業㈱　夏野土木工業㈱　松倉建設㈱

606 H20.11.18
電源立地地域対策交付金事業
田家保育所増築工事

都市計画
課

田家 H21.3.30 8,150,000 指名
不落
随契

森内建設㈱ 8,140,000
熊野土建㈱　㈲山下鉄工所　森内建設㈱　㈲間部建設
村井鉄工所

668 H20.11.27
三日市保育所周辺土地区画整
理事業　区画道路6-11号線築
造工事

区画整理
課

三日市 H21.3.25 2,750,000 指名 落札 田村工業 2,740,000
田村工業　平野建設　森内建設㈱　㈲勇貴工業　村井
鉄工所

597 H20.11.26
市道宇奈月本線電線共同溝整
備（その５）

建設課
宇奈月温
泉

H21.3.25 32,390,000 一般 落札 ㈱佐々木組 31,800,000 此川建設㈱　㈱佐々木組　中西電業㈱　㈱新興

598 H20.11.26
市道宇奈月本線電線共同溝整
備（その６）

建設課
宇奈月温
泉

H21.3.25 27,740,000 一般 落札 大高建設㈱ 26,600,000
㈱音沢土建　此川建設㈱　大高建設㈱　中西電業㈱
夏野土木工業㈱　㈱新興

613 H20.12.3 総合公園駐車場造成工事
都市計画
課

石田 H21.2.27 6,350,000 指名
不落
随契

宮崎建設㈱ 6,300,000
㈱田中建設　東光エキスプレス㈱　㈱谷口工務店　西
尾建設　㈲村椿工業　㈲エスケイ　宮崎建設㈱

※入札（随時契約）結果は、黒部市役所2階設計図書縦覧室入り口の建設工事入札結果掲示板に掲示してあります。


