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64 H24.5.11
下立まちおこしｾﾝﾀｰ新築工事監
理業務委託

都市計画課 下立 H24.12.14 3,647,000 随契 価格
㈱小倉建築設計事
務所

3,550,000 ㈱小倉建築設計事務所

下1 H24.5.21
特環処理分区516外2路線管渠
布設工事

工務課 荻生 H24.8.31 17,150,000 一般 落札 ㈱黒部重機 16,500,000

中山工業㈱ 共和土木㈱ 此川建設
㈱ ㈱晴柀工業 ㈱澤田土建 森内
建設㈱ ㈱新興 ㈱新川マリン ㈲有
倉建設 ㈱角井建設 ㈱黒部重機
坂口建設㈱ 松倉建設㈱ 第一建設
㈱

57 H24.5.25
新黒部駅（仮称）周辺・地鉄沿線
地区都市再生整備計画事後評
価等業務委託

新幹線交通
政策課

市内一円 H24.12.25 3,230,000 指名 落札
㈱日本海コンサル
タント富山支店

3,150,000
㈱上智 ㈱新日本コンサルタント ㈱
国土開発センター ㈱協和 ㈱日本
海コンサルタント

96 H24.5.25
黒部市都市計画道路見直し調
査業務委託

都市計画課 市内一円 H25.3.19 3,370,000 指名 落札
㈱国土開発セン
ター富山支店

3,250,000
㈱上智 ㈱新日本コンサルタント ㈱
国土開発センター 北建コンサル㈱
㈱協和

下219 H24.5.25

黒部市特定環境保全公共下水
道事業特環処理分区管渠（開
削）基本・実施設計（その1）業務
委託

工務課 村椿 H24.9.28 12,870,000 指名 落札
日本水工設計㈱富
山事務所

11,500,000

㈱上智 ㈱新日本コンサルタント ㈱
国土開発センター ㈱日本海コンサ
ルタント ㈱協和 ㈱中央設計技術
研究所 日本水工設計㈱

下220 H24.5.25

黒部市特定環境保全公共下水
道事業特環処理分区管渠（開
削）基本・実施設計（その2）業務
委託

工務課 荻生・田家 H24.8.31 6,590,000 指名 落札
㈱新日本コンサル
タント新川営業所

6,000,000

㈱上智 ㈱新日本コンサルタント ㈱
国土開発センター ㈱日本海コンサ
ルタント ㈱協和 ㈱中央設計技術
研究所 日本水工設計㈱

黒病工
7

H24.5.25 黒部市民病院駐車場整備工事
市民病院管
財課

三日市 H24.7.20 9,938,000 指名 落札 共和土木㈱ 9,500,000
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㈱

黒病工
8

H24.5.25
黒部市民病院駐車場整備工事
（その２）

市民病院管
財課

三日市 H24.7.20 7,012,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 6,550,000
㈱北陸体育施設 ㈱辻建設 ㈲飯田
建設 村井鉄工所 ㈲村椿工業
AEC　TECH㈱ 朝倉建設㈱

水7 H24.5.25
水道普及促進事業市道新堂中
新線外1路線配水管布設工事

工務課 大布施 H24.8.31 4,100,000 指名 落札 mou 4,050,000
丸田工業㈱ 加道川工業 トーヨー
設備 ㈲山崎配管工業 mou 飛弾
配管工業㈱
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水8 H24.5.25
水道普及促進事業都市計画道
路南線外1路線配水管布設工事

工務課 三日市 H24.9.10 3,250,000 指名 落札 ㈲中谷配管工業 3,140,000
㈲中谷配管工業 飛弾配管工業㈱
武隈鉄工㈱ ㈲山崎配管工業 mou
㈲丸さく

水9 H24.5.25
水道普及促進事業市道中新西
小路線配水管布設工事

工務課 大布施 H24.8.31 3,950,000 指名 落札 トーヨー設備 3,740,000
丸田工業㈱ ㈲丸さく 加道川工業
武隈鉄工㈱ トーヨー設備 ㈲中谷
配管工業

下16 H24.5.25
特環処理分区774外1路線舗装
復旧工事

工務課 若栗 H24.8.31 3,113,000 指名 落札 ㈱新興 3,100,000
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17 H24.5.30
特環処理分区232外1路線管渠
布設工事

工務課 大布施 H24.8.31 6,786,000 指名 落札 田村工業 6,580,000
平野建設 ㈱北陸体育施設 田村工
業 ㈲飯田建設 此川工設㈱ ㈲村
椿工業 ㈱黒部重機

下18 H24.5.30
三日市処理分区910-2外2路線
管渠布設工事

工務課 三日市 H24.8.20 5,400,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 5,200,000
㈱辻建設 ㈲勇貴工業 村井鉄工所
拓新工業 ㈱新紀 AEC　TECH㈱
朝倉建設㈱

下19 H24.5.30
特環処理分区543-3-1外1路線
管渠布設工事

工務課 荻生 H24.8.31 7,716,000 指名 落札 ㈱新紀 7,680,000
㈲野村建設 ㈱田中建設 ㈱晴柀工
業 ㈱角井建設 森内建設㈱ ㈲勇
貴工業 ㈱新紀

86 H24.5.30
黒部市消防庁舎防火水槽設置
工事

都市計画課 大布施 H24.8.31 7,712,000 指名 落札 ㈱黒部重機 7,500,000
富山工業㈱ ㈱黒部重機 ㈱晴柀工
業 ㈱角井建設 森内建設㈱ 平野
建設 田村工業

87 H24.5.30
黒部市消防庁舎外構工事（その
3）

都市計画課 大布施 H24.8.31 7,584,000 指名 落札 平野建設 7,400,000
平野建設 田村工業 ㈲勇貴工業
村井鉄工所 ㈱新紀 AEC　TECH㈱
㈱黒部重機

82 H24.5.30 LED防犯灯設置工事（その１） 市民環境課 市内一円 H24.8.31 5,600,000 指名 落札 ㈲アワラ電設 5,500,000

大平電設 池田電設興業㈱ ㈲松井
電気商会 ㈲永森電工 ㈲中井電機
㈲アワラ電設 中電気商会 高島電
機商会
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84 H24.5.30 LED防犯灯設置工事（その２） 市民環境課 市内一円 H24.8.31 6,720,000 指名 落札 ㈲川端電気 6,660,000

㈱中西電気　中西電業㈱　大平電
設　㈲松井電気商会　本島電器総
業㈱　㈲川端電気　㈲アワラ電設
大上戸電気㈱　大懸電機商会
SALVA

85 H24.5.30 LED防犯灯設置工事（その３） 市民環境課 市内一円 H24.8.31 6,720,000 指名 落札 ㈲永森電工 6,660,000

池田電設興業㈱　㈲永森電工　本
島電器総業㈱　㈲中井電機　㈲川
端電気　大上戸電気㈱　中電気商
会　高島電機商会　大懸電機商会
黒部エムテック㈱

下218 H24.5.30
黒部市特定環境保全公共下水
道事業特環処理分区管渠（開
削）実施設計業務委託

工務課 若栗・村椿 H24.7.31 2,580,000 指名 落札
㈱中央設計技術研
究所黒部事務所

2,400,000

㈱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　青山測量設計㈱　㈱上智
㈱協和
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