
No.1

平成23年度　入札結果情報 250万円以上 入札日：平成23年9月11日～平成23年10月10日 ※価格は消費税抜き

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
方法

入札
状況

落札（随意契約）
業者

落札（随意契約）
価格（円）

入札参加業者 摘要

324 H23.9.12
市道若栗20号線No.13～No.21道路
改良工事

建設課 若栗 H23.12.22 17,450,000 一般 落札 ㈱田中建設 16,840,000

中山工業㈱　㈱澤田土建　此川建設㈱
中西電業㈱　㈱新川マリン　㈱田中建設
㈱新興　西尾建設　松倉建設㈱　桜井建
設㈱　㈲有倉建設　㈱音沢土建　第一建
設㈱　㈱稗田組　夏野土木工業㈱

349 H23.9.12
市道新堂中新線2期（金屋用水函渠
工）整備工事

建設課 大布施 H23.12.22 22,800,000 一般 落札 中山工業㈱ 22,000,000

中山工業㈱ ㈱澤田土建 共和土木㈱ 此
川建設㈱ 中西電業㈱ ㈱新興 ㈱新川マ
リン 松倉建設㈱ 桜井建設㈱ ㈲有倉建
設 ㈱音沢土建 第一建設㈱ ㈱稗田組
㈱黒部重機 夏野土木工業㈱

365 H23.9.22 前沢地区治山流路工整備工事 農林整備課 前沢 H23.11.15 3,700,000 指名 落札 村井鉄工所 3,600,000
東光エキスプレス㈱ ㈱辻建設 ㈲勇貴工
業 村井鉄工所 竹中建設㈱ ㈱新紀

411 H23.9.22
都市計画道路大黒新天線No.15～
No.17舗装工事

区画整理課 三日市 H23.11.30 6,859,000 指名 落札 共和土木㈱ 6,700,000
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
㈱

414 H23.9.22
戦略作物生産拡大関連基盤緊急整
備事業古御堂地区水路改修工事

農林整備課 大布施 H23.12.26 5,350,000 指名 落札 田村工業 5,280,000
平野建設 ㈱北陸体育施設 田村工業 ㈲
勇貴工業 ㈲飯田建設 ㈲村椿工業 ㈱黒
部重機

下26 H23.9.22
特環処理分区941路線管渠布設工
事

工務課 荻生 H23.12.20 4,650,000 指名 落札 ㈲勇貴工業 4,200,000
東光エキスプレス㈱ ㈲勇貴工業 ㈲明和
建設 此川工設㈱ 拓新工業 竹中建設㈱
㈱新紀

下58 H23.9.22
生地処理分区700路線圧送管渠布
設工事

工務課 生地 H23.11.25 7,070,000 指名 落札 丸田工業㈱ 6,750,000
吉枝工業㈱ 黒部エムテック㈱ 富士管機
工業 ㈲宮崎住設 丸田工業㈱ 米島商会
協進工業㈱

426 H23.9.22 市道三日市出島線歩道新設工事 建設課 大布施 H23.11.18 3,450,000 指名 落札 平野建設 3,400,000
平野建設 ㈱辻建設 田村工業 ㈲飯田建
設 村井鉄工所 ㈱新紀

433 H23.9.22
若栗地区小規模急傾斜地崩壊対策
工事

建設課 若栗 H23.11.18 4,760,000 指名 落札 竹中建設㈱ 4,750,000
東光エキスプレス㈱ ㈱朝倉組 ㈲明和建
設 此川工設㈱ 拓新工業 野村建設 竹
中建設㈱

432 H23.9.22
市道新堂中新線2期（中新工区）道
路整備工事（その2）

建設課 大布施 H23.12.16 6,700,000 指名 落札 平野建設 6,560,000
平野建設 ㈱北陸体育施設 ㈱辻建設 田
村工業 ㈲飯田建設 ㈲村椿工業 ㈱黒部
重機
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438 H23.9.22
市道新堂中新線1期（植木工区）道
路整備工事（その2）

建設課 大布施 H23.12.16 5,600,000 指名 落札 桜井建設㈱ 5,400,000
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
㈱

436 H23.9.22
市道新黒部駅西線道路築造工事
（その4）

新幹線交通政策課 荻生 H23.12.20 9,400,000 指名 落札 ㈱新紀 9,250,000

㈱田中建設 ㈱晴柀工業 ㈱角井建設 森
内建設㈱ ㈲山下重機建設 熊野土建㈱
㈲紅粉建設 西尾建設 ㈲勇貴工業 ㈱新
紀

437 H23.9.22 市道舌山愛川線舗装工事 新幹線交通政策課 荻生 H24.3.23 12,450,000 指名 落札 此川建設㈱ 12,000,000
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
㈱

425 H23.9.22
宇奈月ｽｷｰ場第一ﾘﾌﾄ乗場補修工
事

農林整備課 宇奈月温泉 H23.11.30 4,760,000 指名 落札 大高建設㈱ 4,500,000
大高建設㈱ 協進工業㈱ 富山工業㈱ 武
隈鉄工㈱ 村井鉄工所

445 H23.9.22 都市公園遊具整備工事（その3） 都市計画課 三日市他 H23.12.15 4,765,000 指名 落札 ㈱岡部 4,600,000
㈱岡部 ㈱コトブキ 森造形センター㈱ ㈱
ジャクエツ環境事業

446 H23.9.22 黒部市総合公園遊具整備工事 都市計画課 石田 H23.12.15 5,238,000 指名 落札
㈱ジャクエツ環境事
業

4,800,000
㈱岡部 ㈱コトブキ 森造形センター㈱ ㈱
ジャクエツ環境事業

439 H23.9.22 農道台帳修正業務委託 農林整備課 市内一円 H24.3.15 3,350,000 指名 落札 ㈱上智県東部支店 3,200,000

㈱中田測量コンサル ㈱スカイラーク企画
航測社 ㈱協和新川支店 ㈱上智県東部
支店 ㈱富山測量社 ㈱国土開発センター
富山支店

463 H23.9.27 生地こども園調理室拡張工事 都市計画課 生地 H24.1.20 9,330,000 指名 落札 夏野土木工業㈱ 8,950,000

桜井建設㈱　共和土木㈱　第一建設㈱
宮崎建設㈱　平野工務店㈱　森内建設
㈱　夏野土木工業㈱　㈱音沢土建　㈱辻
建設　富山工業㈱　坂口建設㈱　㈲間部
建設　㈱匠建設

435 H23.10.3
新幹線新駅東公園暗渠工整備工事
（その2）

新幹線交通政策課 若栗 H24.2.29 39,320,000 一般 落札 ㈱新興 37,800,000

㈱新興　㈱澤田土建　共和土木㈱　㈱新
川マリン　桜井建設㈱　松倉建設㈱　中
西電業㈱　大高建設㈱　此川建設㈱　㈲
有倉建設　㈱音沢土建　中山工業㈱　㈱
稗田組　第一建設㈱　夏野土木工業㈱
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434 H23.10.3
都市計画道路前沢植木線道路改良
工事（その11）

都市計画課 三日市 H23.12.22 14,430,000 一般 落札 ㈱澤田土建 13,950,000
中西電業㈱　㈱澤田土建　中山工業㈱
㈱晴柀工業　西尾建設　㈱稗田組　朝倉
建設㈱

427 H23.9.26 新幹線関連道路改良工事 建設課 荻生 H23.12.16 2,800,000 指名 落札 ㈱新紀 2,700,000
㈱新紀 ㈲勇貴工業 東光エキスプレス㈱
西尾建設 ㈱角井建設

458 H23.9.26 石田地区（黒瀬橋）消雪配管工事 建設課 石田 H23.11.25 2,700,000 指名 落札 飛弾配管工業㈱ 2,650,000
飛弾配管工業㈱ 富士管機工業 ㈲宮崎
住設 mou 北陸水道工業㈱

441 H23.9.27 都市公園遊具整備工事（その1） 都市計画課 浦山・下立外 H23.12.15 2,854,000 指名 落札 拓新工業 2,780,000
㈱朝倉組　拓新工業　竹中建設㈱　野村
建設　㈲明和建設　東光エキスプレス㈱

442 H23.9.27 都市公園遊具整備工事（その2） 都市計画課 三日市・石田外 H23.12.15 2,857,000 指名 落札 ㈱北陸体育施設 2,750,000
㈲飯田建設　㈱北陸体育施設　村井鉄
工所　㈲村椿工業　㈱新紀　㈲勇貴工業

483 H23.10.5
市道消雪ノズル外調整（その９）業務
委託

建設課 下立 H24.3.28 3,100,000 指名 落札 此川工設㈱ 2,980,000

大高建設㈱　㈱音沢土建 熊野土建㈱
此川建設㈱ 此川工設㈱ 東栄土木㈱ 富
山管工㈱ 富山工業㈱ 中村組 北陸水道
工業㈱　吉枝工業㈱

484 H23.10.5
市道消雪ノズル外調整（その10）業
務委託

建設課 浦山 H24.3.28 2,700,000 指名 落札 北陸水道工業㈱ 2,700,000

大高建設㈱　㈱音沢土建 熊野土建㈱
此川建設㈱ 此川工設㈱ 東栄土木㈱ 富
山管工㈱ 富山工業㈱ 中村組 北陸水道
工業㈱　吉枝工業㈱


