
　　平成20年度　　入札結果情報 価格は消費税抜き
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355 H20.10.17
黒部市公共下水道事業三日市
処理分区381-1外1路線汚水管
渠布設工事

下水道課 前沢 H20.12.10 10,400,000 指名 落札 村井鉄工所 10,000,000
大平工業㈱ 宮崎建設㈱ ㈲紅粉建設 ㈲山下重機建設
㈱丸田組 ㈱澤田土建 朝倉建設㈱ 森田組 富山管工
㈱ 村井鉄工所

520 H20.10.17 市道西町中坪線路肩改良工事 建設課 若栗 H20.12.22 4,480,000 指名 落札 西尾建設 4,450,000
㈱田中建設　拓新工業　富山管工㈱　中村組　西尾建
設　㈲エスケイ　此川工設㈱　野村建設

477 H20.10.17
市道中陣釈迦堂線道路改良工
事

建設課 東布施 H20.12.22 3,700,000 指名 落札 ㈱谷口工務店 3,700,000
加道川工業　拓新工業　㈱谷口工務店　㈱辻建設　中
村組　村井鉄工所　山田建設㈱

507 H20.10.17
三日市保育所周辺土地区画整
理事業　区画道路8-2号線築
造工事（その２）

区画整理
課

三日市 H20.12.25 3,160,000 指名 落札 田村工業 3,120,000
加道川工業 田村工業 ㈱辻建設 平野建設 村井鉄工
所 森内建設㈱ 山田建設㈱ ㈲勇貴工業

480 H20.10.17 県単朴谷地区用水路改修工事
農林整備
課

東布施 H21.1.16 5,120,000 指名 落札 ㈱丸田組 5,100,000
加道川工業　㈱谷口工務店　㈱辻建設　㈱丸田組　山
田建設㈱　村井鉄工所　此川工設㈱　野村建設

499 H20.10.17 旧前沢小学校体育館解体工事
都市計画
課

前沢 H21.1.30 6,000,000 指名 落札
東光エキスプレ
ス㈱

6,000,000
此川建設㈱　㈱新興　東光エキスプレス㈱　新川インダ
ストリ㈱　㈲山下重機建設

500 H20.10.17
黒部市総合体育センター温水
プールボイラー更新等工事

都市計画
課

石田 H21.1.30 11,060,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 10,800,000
協進工業㈱　武隈鉄工㈱　富士管機工業　北陸水道工
業㈱　丸田工業㈱　吉枝工業㈱

476 H20.10.17
寺町消雪水源水中ﾎﾟﾝﾌﾟ入替
工事

建設課 三日市 H20.12.10 3,450,000 指名 落札 ㈲丸さく 3,430,000
武隈鉄工㈱ 富士管機工業 北陸水道工業㈱ 丸田工業
㈱ 吉枝工業㈱ ㈲丸さく

414 H20.10.17
黒部市ふれあい交流館ボイ
ラー更新等工事

都市計画
課

田家 H21.3.10 6,800,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 6,700,000
協進工業㈱　丸田工業㈱　北陸水道工業㈱　富士管機
工業　吉枝工業㈱

415 H20.10.17
黒部市ふれあい交流館耐震補
強工事

都市計画
課

田家 H21.3.10 31,680,000 一般 落札 宮崎建設㈱ 28,800,000
桜井建設㈱ 大高建設㈱ 共和土木㈱ 此川建設㈱ 第
一建設㈱ ㈱辻建設 宮崎建設㈱

水34 H20.10.17
黒瀬川河川改修事業に伴う水
道管仮設工事

水道課 前沢 H21.2.20 12,300,000 指名 落札
北陸水道工業
㈱

12,200,000
富山管工㈱　㈲中谷配管工業　富士管機工業　北陸水
道工業㈱　丸田工業㈱　㈲宮崎住設　吉枝工業㈱

498 H20.10.17 田家小学校耐震診断業務委託
都市計画
課

田家 H21.3.25 3,480,000 指名 落札
㈱押田建築設
計事務所

3,000,000
大窪建築設計事務所　山口建築設計事務所　㈱小倉
建築設計事務所　㈱鈴木一級建築士事務所　㈱創英
建築設計事務所　㈱押田建築設計事務所

２５０万円以上 入札日：平成20年10月11日～平成20年11月10日
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552 H20.10.20
三日市保育所周辺土地区画整
理事業　区画道路8-5号線築
造工事

区画整理
課

三日市 H20.12.25 2,750,000 指名 落札 平野建設 2,700,000
田村工業　平野建設　村井鉄工所　森内建設㈱　㈲勇
貴工業

468 H20.10.21
市道新堂中新線舗装工事（そ
の３）

建設課 大布施 M33.1.0 29,290,000 指名 落札 共和土木㈱ 28,400,000
大高建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱
㈱新興　東栄土木㈱　富山工業㈱

469 H20.10.21
市道新堂中新線舗装工事（そ
の４）

建設課 大布施 M33.1.0 20,800,000 指名 落札 桜井建設㈱ 20,200,000
大高建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建設㈱
㈱新興　東栄土木㈱　富山工業㈱

572 H20.10.24
三日市保育所周辺土地区画整
理事業　歩道仮橋設置工事

区画整理
課

三日市 H20.12.10 2,650,000 指名 落札 村井鉄工所 2,600,000
田村工業　平野建設　村井鉄工所　森内建設㈱　㈲勇
貴工業

574 H20.10.27
黒部市公共下水道事業　石田
処理分区1路線管渠布設工事

下水道課 石田 H20.12.25 2,775,000 指名 落札 宮崎建設㈱ 2,700,000
宮崎建設㈱　㈲村椿工業　㈱辻建設　山田建設㈱　平
野建設

593 H20.10.30
黒部市公共下水道事業　前沢
南ﾏﾝﾎｰﾙ形式ポンプ設置工事

下水道課 前沢 H20.12.15 2,775,000 指名 落札
北陸水道工業
㈱

2,760,000
富士管機工業　北陸水道工業㈱　㈱サンコー　㈱でん
そく　富士機設工業㈱　吉枝工業㈱

582 H20.10.30
黒部市公共下水道事業　石田
処理分区466-1路線外舗装復
旧工事

下水道課 石田 H20.12.10 2,755,000 指名 落札 桜井建設㈱ 2,700,000 桜井建設㈱　共和土木㈱　㈱新興

516 H20.10.31
黒部市吉田科学館屋根改修工
事

都市計画
課

村椿 H21.2.25 23,450,000 一般 落札 共和土木㈱ 22,300,000 共和土木㈱　第一建設㈱　桜井建設㈱　宮崎建設㈱

461 H20.10.31
黒部市特定環境保全公共下水
道事業　特環処理分区404外1
路線管渠布設工事

下水道課 荻生 H21.3.10 18,300,000 一般 落札 ㈱角井建設 17,300,000
共和土木㈱　㈲有倉建設　㈱角井建設　松倉建設㈱
中山工業㈱　夏野土木工業㈱　宮崎建設㈱　㈱新川マ
リン　㈱晴柀工業　㈱稗田組　㈱新興　島組

488 H20.10.31
市道若栗19号線道路改良工事
（その１）

建設課 若栗 H21.3.19 25,900,000 一般 落札 ㈱新興 22,500,000
共和土木㈱　大高建設㈱　松倉建設㈱　此川建設㈱
㈱音沢土建　中山工業㈱　夏野土木工業㈱　㈱新川マ
リン　㈱稗田組　㈱新興　桜井建設㈱

489 H20.10.31
市道若栗19号線道路改良工事
（その２）

建設課 若栗 H21.3.19 9,850,000 指名 落札 ㈲エスケイ 9,150,000
㈲山下重機建設　㈱朝倉組　㈲エスケイ　㈱角井建設
㈱佐々木土建　㈱田中建設　東光エキスプレス㈱　西
尾建設　㈲野村建設　㈱晴柀工業　㈲明和建設

514 H20.11.6
旧宇奈月小学校校舎解体（第
一工区）工事

農林整備
課

内山 H21.3.19 26,300,000 一般 落札 大高建設㈱ 25,200,000
大高建設㈱　此川建設㈱　㈱音沢土建　東栄土木㈱
夏野土木工業㈱　㈱新興　松倉建設㈱
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515 H20.11.6
旧宇奈月小学校校舎解体（第
二工区）工事

農林整備
課

内山 H20.3.19 28,450,000 一般 落札 此川建設㈱ 27,150,000
大高建設㈱　此川建設㈱　㈱音沢土建　東栄土木㈱
夏野土木工業㈱　㈱新興　桜井建設㈱

※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。


