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684 H21.12.11
三日市処理分区　新光寺マン
ホール形式ポンプ設置工事

下水道課 三日市 H22.2.26 10,850,000 指名 落札
富士機設工業
㈱

10,680,000

683 H21.12.11
三日市処理分区　荻生上野マ
ンホール形式ポンプ設置工事

下水道課 荻生 H22.2.26 14,550,000 指名 落札 ㈱サンコー 14,000,000

678 H21.12.11
入善黒部バイパスに伴う埋蔵
文化財発掘調査委託堀切遺
跡　市道４号部分

生涯学習
課

石田 H22.3.16 5,580,000 指名
不落
随契

㈱イビソク北陸
支店

5,550,000

681 H21.12.11
三日市処理分区1110-1外2路
線管渠布設工事

下水道課 三日市 H22.2.26 9,320,000 指名
不落
随契

朝倉建設㈱ 9,300,000

703 H21.12.17
黒部市水産物地方卸売市場
給水・消火設備工事

農業水産
課

生地 H22.3.19 2,793,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 2,750,000

732 H21.12.21 石田消雪取水施設整備工事 建設課 石田 H22.2.26 2,765,000 指名 落札 桜井建設㈱ 2,750,000

738 H21.12.25
宮野野球場連絡通路階段手
摺設置工事

都市計画
課

前沢 H22.3.19 3,620,000 指名 落札
北陸機材㈱黒
部営業所

3,600,000

698 H21.12.25
中央小学校ランチルーム・体
育館新築工事（昇降機設備）

都市計画
課

大布施 H22.12.15 14,100,000 指名 落札
㈱日立製作所
北陸支社

10,800,000

711 H21.12.25
石田地区消雪揚水設備整備
工事

建設課 石田 H22.3.15 6,050,000 指名 落札 丸田工業㈱ 6,000,000

696 H21.12.25
市道大黒沓掛線舗装補修工
事

建設課 大布施 H22.3.19 3,840,000 指名 落札 桜井建設㈱ 3,750,000

689 H21.12.25
黒部市総合体育センター温水
プール天井塗装工事

都市計画
課

石田 H22.3.25 26,700,000 指名 落札 ㈱経塚組 25,900,000

635 H21.12.25
特環処理分区1065路線管渠
布設工事

下水道課 荻生 H22.3.15 10,850,000 指名 落札 ㈱新川マリン 10,600,000

721 H21.12.25
ＪＲ黒部駅前整備（その５）工
事

建設課 石田 H22.3.26 12,400,000 指名 落札 中山工業㈱ 12,200,000

桜井建設㈱　宮崎建設㈱　㈱北陸体育施設　㈲村椿工
業

道路施設㈱　北陸機材㈱　㈱陽光興産　㈱アイズ総合
交通設備㈱　日本交通興業㈱

桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱　㈱新興　富山
工業㈱

北陸機材㈱　大高建設㈱　㈱経塚組　富山工業㈱　㈲
中井塗装　柴沢塗装㈲　㈲ヒダ塗装

㈱角井建設　㈱新川マリン　㈱晴柀工業　森内建設㈱
㈲勇貴工業　此川建設㈱　㈱丸田組　㈱朝倉組　㈱
佐々木土建　㈲野村建設　中村組

朝倉建設㈱　中山工業㈱　熊野土建㈱　富山管工㈱
㈲紅粉建設　㈱黒部重機　大平工業㈱　㈱田中建設
㈱丸田組　㈲山下重機建設

東芝エレベータ㈱　　日本ｵｰﾁｽ・ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　㈱日立製
作所

吉枝工業㈱　㈲丸さく　富士管機工業　丸田工業㈱　協
進工業㈱　北陸水道工業㈱　武隈鉄工㈱

荏原商事㈱　㈱柿本商会　㈱サンコー　菱越電機㈱
富士機設工業㈱　㈱でんそく

荏原商事㈱　㈱柿本商会　㈱サンコー　菱越電機㈱
㈱でんそく

㈱イビソク　㈱パスコ　㈱国土開発センター　㈱上智　日
本海航測㈱　㈱エイ・テック　㈱アーキジオ　ﾅﾁｭﾗﾙｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ㈱

此川建設㈱　㈱新川マリン　㈱黒部重機　熊野土建㈱
㈱田中建設　㈱角井建設　朝倉建設㈱　㈱丸田組　中
村組　㈲紅粉建設　大平工業㈱

協進工業㈱　飛弾配管工業㈱　丸田工業㈱　吉枝工業
㈱　米島商会
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734 H21.12.25
特環処理分区1109外2路線管
渠布設工事

下水道課 大布施 H22.3.12 10,000,000 指名 落札 ㈱黒部重機 9,800,000

722 H21.12.25
ＪＲ黒部駅前整備（その６）工
事

建設課 石田 H22.3.26 5,900,000 指名 落札 加道川工業 5,900,000

714 H21.12.25
市道下磯１号線側溝新設工事
（その２）

建設課 生地 H22.3.19 3,400,000 指名 落札 ㈲村椿工業 3,400,000

病工
3

H21.12.25
黒部市民病院高度医療棟手
術系統空冷チラー取替工事

市民病院 三日市 H22.3.25 23,507,000 指名 落札
北陸水道工業
㈱

23,200,000

水41 H22.1.8
下水道工事に伴う市道荻生3
号線水道管移設工事

水道課 荻生 H22.3.12 2,769,000 指名 落札
㈲中谷配管工
業

2,740,000

㈱北陸体育施設　㈲エスケイ　東光エキスプレス㈱　西
尾建設　㈲村椿工業　㈲飯田建設　田村工業　㈲勇貴
工業

吉枝工業㈱　㈲丸さく　富士管機工業　丸田工業㈱　協
進工業㈱　北陸水道工業㈱　武隈鉄工㈱

㈲中谷配管工業　北陸水道工業㈱　丸田工業㈱　吉枝
工業㈱　米島商会

㈱朝倉組　大平工業㈱　㈱黒部重機　此川建設㈱　㈱
佐々木土建　田村工業　㈲野村建設　平野建設　熊野
土建㈱　㈲紅粉建設

拓新工業　㈲明和建設　加道川工業　山田建設㈱　㈱
谷口工務店　野村建設　此川工設㈱
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