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2 H23.5.23
黒部市消防庁舎新築工事（建築主
体）

都市計画課 大布施 H24.10.31 446,800,000 一般 落札
桜井・共和黒部市消
防庁舎新築工事（建
築主体）共同企業体

446,000,000
桜井建設共和土木JV　宮崎建設松倉
建設JV　第一建設平野工務店JV　大
高建設音沢土建JV

黒病工1 H23.6.17 黒部市民病院10号官舎改修工事 その他 三日市 H23.10.25 37,400,000 一般 落札 森内建設㈱ 36,650,000
大高建設㈱　森内建設㈱　宮崎建設㈱
第一建設㈱　共和土木㈱　桜井建設㈱
平野工務店㈱

86 H23.6.17 新幹線新駅東公園暗渠工整備工事
新幹線交通政

策課
若栗 H23.9.30 20,500,000 一般 落札 ㈱新興 19,400,000

㈱新川マリン　西尾建設　㈲有倉建設
桜井建設㈱　夏野土木工業㈱　中山工
業㈱　㈱澤田土建　松倉建設㈱　㈱稗
田組　㈱新興

215 H23.6.17
都市計画道路前沢植木線道路改良
工事（その10）

都市計画課 三日市 H23.8.31 2,844,000 指名 落札 平野建設 2,760,000
田村工業　平野建設　㈲飯田建設　村
井鉄工所　㈲勇貴工業

156 H23.6.22
下立まちおこしセンター新築工事実
施設計業務委託

その他 下立 H24.2.27 9,369,000 指名 落札
㈱小倉建築設計事務
所

2,789,000

大窪建築設計事務所　㈱小倉建築設
計事務所　山口建築設計事務所　㈱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　㈱
三四五建築研究所　㈱タムラ設計．
㈱福見建築設計事務所

150 H23.6.22
都市計画道路前沢植木線第2期測
量設計業務委託

都市計画課
三日市・大布

施
H23.12.16 5,950,000 指名 落札

㈱国土開発センター
富山支店

5,600,000

北建コンサル㈱　㈱協和　㈱建成コン
サルタント　㈱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　大日本コンサルタント
㈱

154 H23.6.22 市道生地中新線舗装工事 建設課 生地 H23.8.31 3,821,000 指名 落札 共和土木㈱ 3,700,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　㈱新興　大
高建設㈱　富山工業㈱

161 H23.6.22 宮野墓地公園園路舗装工事 都市計画課 前沢 H23.8.5 4,596,000 指名 落札 桜井建設㈱ 4,500,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
㈱新興　東栄土木㈱

水17 H23.6.22 中坪配水場高区配水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事 工務課 若栗 H23.11.15 3,810,000 指名 落札 荏原商事㈱富山支店 3,700,000
富士機設工業㈱　㈱柿本商会　荏原商
事㈱　㈱サンコー

水18 H23.6.22
水道普及促進事業古御堂地内配水
管布設工事

工務課 大布施 H23.9.30 8,710,000 指名 落札 丸田工業㈱ 8,600,000
黒部エムテック㈱　丸田工業㈱　北陸
水道工業㈱　富山管工㈱　米島商会
協進工業㈱
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水19 H23.6.22
下水道工事に伴う市道若栗12号線
水道管移設工事

工務課 若栗 H23.8.31 3,384,000 指名 落札 武隈鉄工㈱ 3,280,000
㈲丸さく　㈲中谷配管工業　加道川工
業　武隈鉄工㈱　トーヨー設備

下14 H23.6.22
三日市処理分区1084-2路線管渠布
設工事

工務課 荻生 H23.9.16 3,818,000 指名 落札 ㈱新紀 3,700,000
平野建設　東光エキスプレス㈱　㈲勇
貴工業　村井鉄工所　竹中建設㈱　㈱
新紀

下15 H23.6.22
特環処理分区783路線舗装復旧工
事

工務課 若栗 H23.9.16 4,800,000 指名 落札 ㈱新興 4,600,000
桜井建設㈱　共和土木㈱　此川建設㈱
㈱新興　大高建設㈱　富山工業㈱　東
栄土木㈱

下16 H23.6.22
特環処理分区424路線管渠布設工
事

工務課 荻生 H23.9.16 3,860,000 指名 落札 ㈲勇貴工業 3,760,000
東光エキスプレス㈱　田村工業　㈲勇
貴工業　此川工設㈱　拓新工業　竹中
建設㈱　㈱新紀

下17 H23.6.22
石田処理分区402-1路線管渠布設
工事

工務課 石田 H23.9.16 7,100,000 指名 落札 宮崎建設㈱ 6,850,000
平野建設　㈱北陸体育施設　田村工業
㈲飯田建設　村井鉄工所　㈲村椿工業
宮崎建設㈱

187 H23.6.23 市道三島天神新線側溝新設工事 建設課 三日市 H23.8.10 2,734,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 2,650,000
朝倉建設㈱　田村工業　平野建設　村
井鉄工所

水24 H23.6.23
下水道工事に伴う市道荻生1号線水
道管移設工事

工務課 荻生 H23.8.31 2,650,000 指名 落札 ㈲山崎配管工業 2,550,000
㈲中谷配管工業　飛弾配管工業㈱　㈲
山崎配管工業　mou

233 H23.6.29
黒部市緊急浸水対策計画策定調査
業務委託

建設課 市内一円 H24.2.28 2,720,000 指名 落札
㈱国土開発センター
富山支店

2,700,000
㈱新日本コンサルタント　㈱上智　㈱国
土開発センター　大日本コンサルタント
㈱　㈱日本海コンサルタント


