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539 H23.11.10 都市計画道路前沢植木線舗装工事 都市計画課 三日市 H23.12.22 5,310,000 指名 落札 桜井建設㈱ 5,000,000
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
㈱

571 H23.11.10
石田小学校ﾌﾟｰﾙ埋設ろ過配管布設
替工事

学校教育課 石田 H24.3.14 3,236,000 指名
不落随

契
飛弾配管工業㈱ 3,150,000

飛弾配管工業㈱　加道川工業　武隈鉄
工㈱　㈲山崎配管工業　mou

下224 H23.11.10
黒部市公共下水道事業全体計画・
認可変更図書作成業務委託

工務課 市内一円 H24.3.15 4,650,000 指名 落札
日本水工設計㈱富山
事務所

4,300,000
㈱国土開発センター　㈱新日本コンサル
タント　㈱中央設計技術研究所　㈱上智
日本上下水道設計㈱　日本水工設計㈱

522 H23.11.10
入善黒部ﾊﾞｲﾊﾟｽ（黒部市内）に伴う
埋蔵文化財遺物整理業務委託（こけ
ら経）

生涯学習スポーツ課 石田 H24.3.16 8,100,000 指名 落札 ㈱アーキジオ富山 7,680,000

㈱国土開発センター　㈱上智　㈱新日本
コンサルタント　日本海航測㈱　㈱アーキ
ジオ　㈱太陽測地社　㈱イビソク　㈱パス
コ

521 H23.11.10
入善黒部ﾊﾞｲﾊﾟｽ（黒部市内）に伴う
埋蔵文化財遺物整理業務委託（堀
切遺跡H区の塚）

生涯学習スポーツ課 石田 H24.3.16 5,050,000 指名 落札
日本海航測㈱富山支
店

3,400,000

㈱国土開発センター　㈱上智　㈱新日本
コンサルタント　日本海航測㈱　㈱アーキ
ジオ　㈱太陽測地社　㈱イビソク　㈱パス
コ

下89 H23.11.15
特環処理分区765-2路線管渠布設
工事

工務課 若栗 H24.3.15 7,933,000 指名 落札 ㈱田中建設 7,660,000
富山工業㈱ ㈱田中建設 ㈲山下重機建
設 西尾建設 中村組 東光エキスプレス
㈱ 竹中建設㈱

566 H23.11.15
都市計画道路南線No.3～No5築造
工事

区画整理課 三日市 H24.3.26 5,681,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 5,550,000
東光エキスプレス㈱ ㈱辻建設 田村工業
㈲飯田建設 村井鉄工所 竹中建設㈱ 朝
倉建設㈱

567 H23.11.15
区画道路6-5号線No.3～No.6築造工
事

区画整理課 三日市 H24.3.26 5,842,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 5,700,000
平野建設 ㈱北陸体育施設 ㈲勇貴工業
村井鉄工所 ㈲村椿工業 ㈱新紀 朝倉建
設㈱

564 H23.11.15 避難所看板設置工事 総務課 市内一円 H24.2.29 7,120,000 指名 落札
北陸機材㈱黒部営業
所

6,950,000
北陸機材㈱ 日本交通興業㈱ 道路施設
㈱ ㈱陽光興産 交通企画㈱

604 H23.11.18
特環処理分区412-8路線管渠布設
工事

工務課 荻生 H24.3.15 6,120,000 指名 落札 森内建設㈱ 6,020,000
東光エキスプレス㈱ ㈲勇貴工業 竹中建
設㈱ ㈱新紀 ㈱晴柀工業 ㈱角井建設
森内建設㈱
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601 H23.11.18
北陸新幹線新駅周辺整備事業県道
黒部宇奈月線外1路線水道管布設
工事

工務課 荻生 H24.3.15 8,060,000 指名 落札 ㈲宮崎住設 7,900,000
富士管機工業 ㈲宮崎住設 丸田工業㈱
北陸水道工業㈱ 富山管工㈱ 米島商会

609 H23.11.21
石田地区（石田3号線）消雪配管工
事

建設課 石田 H23.12.21 2,849,000 指名 落札 ㈲宮崎住設 2,780,000
飛弾配管工業㈱ 富士管機工業 ㈲宮崎
住設 mou 北陸水道工業㈱

水63 H23.11.21
水道普及促進事業県道黒部宇奈月
線配水管布設（その3）工事

工務課 荻生 H24.3.15 2,850,000 指名 落札 富山管工㈱ 2,800,000
飛弾配管工業㈱ 北陸水道工業㈱ ㈲宮
崎住設 mou 富山管工㈱

631 H23.12.8
石田磯線ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ休憩施設新築
工事

都市計画課 石田 H24.3.23 3,330,000 指名 落札  ㈲間部建設 3,300,000
平野工務店㈱ ㈱辻建設 ㈲間部建設 ㈱
匠建設 ㈲幹工房

632 H23.12.8 石田磯線ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ広場整備工事 都市計画課 石田 H24.3.23 4,280,000 指名 落札 村井鉄工所 4,100,000
平野建設 ㈱北陸体育施設 ㈱辻建設 田
村工業　 ㈲飯田建設　村井鉄工所 ㈲村
椿工業

625 H23.12.8 新幹線関連道路改良工事（その２） 建設課 荻生 H24.3.26 2,572,000 指名 落札 ㈱新紀 2,500,000
㈱角井建設 ㈱新紀 東光エキスプレス㈱
(有)勇貴工業 竹中建設㈱
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