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375 H20.8.12
市道生地荒俣線交差点改良工
事

建設課 村椿 H20.10.30 2,798,000 指名 落札 共和土木㈱ 2,750,000 共和土木㈱ 桜井建設㈱ ㈱新興土石 若栗土建工業㈱

333 H20.8.19
黒部市特定環境保全公共下水
道事業特環処理分区892-1外3
路線管渠布設工事

下水道課 若栗 H20.10.31 14,300,000 指名 落札 ㈱新興土石 13,850,000
㈱晴柀工業 ㈱角井建設 ㈲山下重機建設 森田組 富
山管工㈱ ㈱朝倉組 ㈱新興土石 若栗土建工業㈱

334 H20.8.19
黒部市特定環境保全公共下水
道事業特環処理分区426外3路
線管渠布設工事

下水道課 荻生 H20.10.31 13,700,000 指名 落札 ㈲勇貴工業 13,200,000
㈱晴柀工業　㈱角井建設　㈱佐々木土建　㈲山下重機
建設　㈱黒部重機　㈲野村建設　森内建設㈱　㈲勇貴
工業

335 H20.8.19
黒部市特定環境保全公共下水
道事業特環処理分区12-5路線
管渠布設工事

下水道課 大布施 H20.11.28 12,600,000 指名 落札 田村工業 12,000,000
㈱晴柀工業　宮崎建設㈱　㈱角井建設　㈱黒部重機
㈱澤田土建　朝倉建設㈱　㈱北陸体育施設　田村工業
平野建設

332 H20.8.19 市道田家2号線道路改良工事 建設課 田家 H20.12.15 4,730,000 指名 落札 ㈱辻建設 4,650,000
加道川工業　㈱辻建設　山田建設㈱　㈱谷口工務店
村井鉄工所　大平工業㈱

331 H20.8.19 市道愛川線道路改良工事 建設課 荻生 H20.11.28 3,660,000 指名 落札 ㈲勇貴工業 3,650,000
森内建設㈱　㈱田中建設　拓新工業　東光エキスプレ
ス㈱　田村工業　㈲勇貴工業　西尾建設　平野建設

256 H20.8.19 音沢地区山腹工工事
農林整備
課

音沢 H20.11.28 4,600,000 指名 落札 ㈲野村建設 4,500,000
大高建設㈱　㈲野村建設　共和土木㈱　桜井建設㈱
朝野工業㈱　東城建設㈱　㈲北陸緑化

317 H20.8.19 市道寺町４号線改良舗装工事
都市計画
課

三日市 H20.10.31 3,870,000 指名 落札 平野建設 3,860,000
加道川工業　㈱辻建設　山田建設㈱　村井鉄工所　森
内建設㈱　㈲勇貴工業　田村工業　平野建設

326 H20.8.19
県単生地地区安全施設設置工
事

農林整備
課

生地 H20.10.31 4,680,000 指名 落札 北陸機材㈱ 4,600,000
北陸機材㈱　日本交通興業㈱　交通設備㈱　㈱アイズ
総合

水24 H20.8.19
水道普及促進事業　県道沓掛
生地線配水管布設（その１）工
事

水道課 村椿 H20.11.21 11,710,000 指名 落札 協進工業㈱ 11,550,000
吉枝工業㈱ 黒部エムテック㈱ 丸田工業㈱ 富士管機
工業 ㈲中谷配管工業 ㈲宮崎住設 協進工業㈱

水25 H20.8.19
水道普及促進事業　県道沓掛
生地線配水管布設（その２）工
事

水道課 村椿 H20.11.21 12,910,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 12,750,000
吉枝工業㈱ 黒部エムテック㈱ 丸田工業㈱ 富士管機
工業 ㈲中谷配管工業 ㈲宮崎住設 協進工業㈱

346 H20.8.19
黒部市公共下水道事業三日市
処理分区733-1外1路線管渠布
設工事

下水道課 前沢 H20.10.31 6,912,000 指名 落札
北陸水道工業
㈱

6,850,000
吉枝工業㈱　北陸水道工業㈱　富士管機工業　㈲中谷
配管工業　㈲宮崎住設　富山管工㈱

２５０万円以上 入札日：平成20年8月11日～平成20年9月10日

入札
方法

落札(随意契約)
業者



契約
番号

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）

入札
状況

落札（随意
契約）価格
（円）

指名業者 摘要
入札
方法

落札(随意契約)
業者

324 H20.8.19
黒部市特定環境保全公共下水
道事業特環処理分区補助管渠
実施設計業務委託

下水道課
若栗・荻
生

H20.12.10 6,010,000 指名 落札
㈱新日本コン
サルタント

5,900,000
㈱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

325 H20.8.19
黒部市公共下水道事業三日市
処理分区補助管渠実施設計業
務委託

下水道課 三日市 H20.12.10 5,950,000 指名 落札
㈱国土開発セ
ンター

5,900,000
㈱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

363 H20.8.29
黒部市洪水ハザードマップ作
成業務委託

建設課 一円 H21.3.10 2,720,000 指名 落札 ㈱中部設計 2,600,000
㈱国土開発センター　　㈱新日本コンサルタント　　㈱
上智　　㈱中部設計　　日本海航測㈱

342 H20.8.29
市道愛本新13号線道路改良工
事

建設課 愛本 H20.11.28 2,635,000 指名 落札 ㈲明和建設 2,550,000 ㈲明和建設 野村建設 中村組 此川工設㈱ 拓新工業

※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。


