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平成24年度　入札結果情報 250万円以上 入札日：平成24年4月1日～平成24年5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）
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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

3 H24.4.13
黒部市消防庁舎外構工事（その
２）

都市計画課 大布施 H24.6.8 2,834,000 指名 落札 平野建設 2,680,000
田村工業 平野建設 ㈱新紀 (有)勇
貴工業 ㈱北陸体育施設

4 H24.4.13 植木地区農道整備工事（その２） 都市計画課 大布施 H24.5.31 2,854,000 指名 落札 田村工業 2,760,000
田村工業 平野建設 ㈱新紀 (有)勇
貴工業 ㈱北陸体育施設

23-795 H24.4.16
下立まちおこしｾﾝﾀｰ新築工事
（建築主体）

都市計画課 下立 H24.11.30 84,730,000 一般 落札 此川建設㈱ 83,000,000

共和土木㈱ 第一建設㈱ 大高建設
㈱ 此川建設㈱ 平野工務店㈱ 桜
井建設㈱　宮崎建設㈱ 森内建設
㈱ 東栄土木㈱

23-796 H24.4.16
下立まちおこしｾﾝﾀｰ新築工事
（機械設備）

都市計画課 下立 H24.11.30 10,620,000 指名 落札 富山管工㈱ 10,500,000
吉枝工業㈱ 黒部エムテック㈱ 丸
田工業㈱ 富山管工㈱ 米島商会
協進工業㈱

23-797 H24.4.16
下立まちおこしｾﾝﾀｰ新築工事
（電気設備）

都市計画課 下立 H24.11.30 8,749,000 指名 落札 ㈱中西電気 8,300,000

北陸電気工事㈱新川支店 北陸通
信工業㈱黒部営業所 ㈱中西電気
大平電設 池田電設工業㈱ 本島電
器総業㈱ (有)アワラ電設 中電気
商会

23-819 H24.4.16
生地小学校校舎耐震補強・外部
改修工事実施設計業務委託

学校教育課 生地 H24.7.17 5,832,000 指名 落札
㈱小倉建築
設計事務所

4,560,000

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 ㈱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

2 H24.4.26 市道石田8号線道路舗装工事 都市計画課 石田 H24.8.7 10,000,000 指名 落札 桜井建設㈱ 9,700,000
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㈱

8 H24.4.26
市道石田8号線道路改良工事
（その7）

都市計画課 石田 H24.7.31 11,880,000 指名 落札 宮崎建設㈱ 11,600,000
㈱黒部重機 朝倉建設㈱ 宮崎建設
㈱ ㈱丸田組 山田建設㈱ 大平工
業㈱ ㈱谷口工務店

9 H24.4.26
黒部市消防庁舎盛土改良工事
（その2）

都市計画課 大布施 H24.6.29 7,882,000 指名 落札 ㈱黒部重機 7,500,000
㈱黒部重機 朝倉建設㈱ ㈱晴柀工
業 ㈱角井建設 森内建設㈱ 平野
建設 田村工業

10 H24.4.26
黒部市消防庁舎消雪水源さく
井・ﾎﾟﾝﾌﾟ設備設置工事

都市計画課 大布施 H24.8.31 12,900,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 12,700,000
㈲丸さく 吉枝工業㈱ 丸田工業㈱
北陸水道工業㈱

15 H24.4.26
市道中新西小路線道路改良工
事

建設課 荻生 H24.8.31 11,650,000 指名 落札 ㈲勇貴工業 11,450,000
㈱田中建設 ㈱晴柀工業 ㈱角井建
設 森内建設㈱ ㈲山下重機建設
西尾建設 ㈲勇貴工業 ㈱新紀

※入札（随意契約）結果は、黒部市役所黒部庁舎２階設計図書縦覧室入口の建設工事入札結果掲示板に掲示しています。
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下2 H24.4.26
特環処理分区514路線管渠布設
工事

工務課 荻生 H24.8.31 5,002,000 指名 落札 ㈱晴柀工業 4,750,000
平野建設 田村工業 ㈲勇貴工業
㈱新紀 ㈱晴柀工業 ㈱角井建設
森内建設㈱

下8 H24.4.26
三日市処理分区34-1外1路線舗
装復旧工事

工務課 三日市 H24.6.15 4,240,000 指名 落札 此川建設㈱ 4,100,000
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9 H24.4.26
特環処理分区776-2外1路線管
渠布設工事

工務課 若栗 H24.6.15 3,060,000 指名 落札 竹中建設㈱ 2,980,000
東光エキスプレス㈱ ㈱朝倉組 ㈲
勇貴工業 ㈲明和建設 竹中建設㈱
㈱新紀

32 H24.4.26
都市計画道路三日市新光寺線
No.9～No.11舗装工事

区画整理課 三日市 H24.8.10 6,963,000 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㈱

25 H24.4.26
三日市保育所周辺土地区画整
理事業幹線排水路（No.11～
No.13）設置工事

区画整理課 三日市 H24.7.31 5,161,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 5,100,000
平野建設 東光エキスプレス㈱ ㈱
北陸体育施設 田村工業 ㈲村椿工
業 竹中建設㈱ 朝倉建設㈱

26 H24.4.26
三日市保育所周辺土地区画整
理事業8街区3宅地造成工事

区画整理課 三日市 H24.7.10 4,100,000 指名 落札 平野建設 3,980,000
平野建設 田村工業 ㈲勇貴工業
村井鉄工所 ㈱新紀 AEC　TECH㈱

水1 H24.4.26
水道普及促進事業市道新黒部
駅前線配水管布設工事

工務課 若栗 H24.7.10 4,380,000 指名 落札 トーヨー設備 4,200,000
㈲丸さく ㈲中谷配管工業 飛弾配
管工業㈱ 武隈鉄工㈱ トーヨー設
備

水2 H24.4.26
水道普及促進事業前沢ﾊﾟｰｸﾀｳ
ﾝ配水管布設工事

工務課 前沢 H24.9.10 14,160,000 指名 落札 北陸水道工業㈱ 14,000,000
吉枝工業㈱ 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

水3 H24.4.26
ﾗｲﾌﾗｲﾝ機能強化事業西小路団
地石綿ｾﾒﾝﾄ管更新工事

工務課 荻生 H24.8.31 12,570,000 指名 落札 丸田工業㈱ 12,300,000
吉枝工業㈱ 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㈱

水4 H24.4.26
中坪配水場高区配水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新
工事

工務課 若栗 H24.10.31 3,960,000 指名 落札
荏原商事㈱
富山支店

3,900,000
富士機設工業㈱ ㈱柿本商会 荏原
商事㈱ ㈱サンコー

6 H24.4.6 鐘釣公衆ﾄｲﾚ水源導水工事 農林整備課 黒部奥山 H24.4.27 3,895,000 随契 落札 大高建設㈱ 3,850,000 大高建設㈱

58 H24.4.19
市道舌山愛川線舗装工事（その
2）

新幹線交通
政策課

荻生 H24.5.25 2,824,000 指名 落札 共和土木㈱ 2,700,000
共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建
設㈱

※入札（随意契約）結果は、黒部市役所黒部庁舎２階設計図書縦覧室入口の建設工事入札結果掲示板に掲示しています。
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34 H24.4.27
市道生地22号線外１路線路面補
修工事

建設課 生地 H24.6.29 2,550,000 指名 落札 共和土木㈱ 2,500,000
共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建
設㈱

35 H24.4.27 市道田家２号線路面補修工事 建設課 田家 H24.6.29 2,600,000 指名 落札 桜井建設㈱ 2,600,000
共和土木㈱　此川建設㈱　桜井建
設㈱

55 H24.5.10 市道牧野29号線道路改良工事 建設課 三日市 H24.7.31 2,570,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 2,500,000
朝倉建設㈱ 田村工業 平野建設
村井鉄工所

※入札（随意契約）結果は、黒部市役所黒部庁舎２階設計図書縦覧室入口の建設工事入札結果掲示板に掲示しています。


