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446 H24.10.1
生地小学校校舎耐震補強・外部改
修工事（建築主体）

都市計画課 生地 H25.3.15 142,300,000 一般 落札 共和土木㈱ 139,000,000
宮崎建設㈱ 共和土木㈱ 大高建設㈱ 第
一建設㈱ 森内建設㈱ 桜井建設㈱ 平野
工務店㈱

447 H24.10.1
生地小学校校舎耐震補強・外部改
修工事（電気設備）

都市計画課 生地 H25.3.15 5,055,000 指名 落札 ㈱SALVA 5,000,000
黒部エムテック㈱　㈲松井電気商会　㈲
川端電気　高島電機商会　大懸電機商
会　㈱SALVA

448 H24.10.1
生地小学校校舎耐震補強・外部改
修工事（機械設備）

都市計画課 生地 H25.3.15 5,287,000 指名 落札 黒部エムテック㈱ 5,200,000
吉枝工業㈱　黒部エムテック㈱　㈲宮崎
住設　丸田工業㈱　米島商会　協進工業
㈱

452 H24.10.9
新幹線新駅東口交通広場円形ｼｪﾙ
ﾀｰ新築工事（建築主体）

新幹線交通政策課 若栗 H25.3.29 137,400,000 一般 落札 第一建設㈱ 136,900,000
共和土木㈱　大高建設㈱　第一建設㈱
桜井建設㈱　宮崎建設㈱　森内建設㈱

453 H24.10.9
新幹線新駅東口交通広場円形ｼｪﾙ
ﾀｰ新築工事（電気設備）

新幹線交通政策課 若栗 H25.3.29 11,730,000 指名 落札 中西電業㈱ 11,700,000

北陸電気工事㈱　　北陸通信工業㈱
㈱中西電気　中西電業㈱　池田電設興
業㈱　㈲永森電工　本島電器総業㈱　㈲
中井電機

下59 H24.10.9
特環処理分区744-5路線圧送管渠
布設工事

工務課 田家 H25.1.31 16,440,000 一般 落札 北陸水道工業㈱ 16,200,000
吉枝工業㈱　北陸水道工業㈱　丸田工
業㈱　㈲宮崎住設

526 H24.10.10
宮野運動公園北側斜面法面保護工
事

農林整備課 若栗 H24.11.30 2,850,000 指名 落札 竹中建設㈱ 2,840,000
坂口建設㈱ 竹中建設㈱ 東光エキスプ
レス㈱ 西尾建設 ㈲山下重機建設

538 H24.10.16 林道田籾線災害復旧工事 農林整備課 東布施 H24.12.14 4,620,000 指名 落札 村井鉄工所 4,500,000
東光エキスプレス㈱　㈱辻建設　㈲明和
建設　此川工設㈱　村井鉄工所

540 H24.10.16 黒部市温水ﾌﾟｰﾙ熱交換器交換工事 生涯学習スポーツ課 石田 H24.12.28 3,676,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 3,640,000
吉枝工業㈱ 丸田工業㈱ 富士管機工業
協進工業㈱

554 H24.10.16
農業体質強化基盤整備促進事業若
栗両瀬地区水路改修工事

農林整備課 若栗 H25.3.15 5,710,000 指名 落札 西尾建設 5,600,000
東光エキスプレス㈱ 拓新工業 野村建設
㈱ AEC　TECH㈱ ㈱田中建設 ㈲山下重
機建設 西尾建設

下68 H24.10.16
三日市処理分区1099-3外6路線管
渠布設工事

工務課 三日市 H25.1.31 13,840,000 指名 落札 朝倉建設㈱ 13,500,000
富山工業㈱ 朝倉建設㈱ 森内建設㈱ 宮
崎建設㈱ 山田建設㈱ 大平工業㈱ ㈱谷
口工務店
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下70 H24.10.16
三日市処理分区1059-2外1路線管
渠布設工事

工務課 荻生 H25.1.31 13,400,000 指名 落札 ㈱晴柀工業 13,200,000
㈱晴柀工業　㈱角井建設　㈱佐々木組
森内建設㈱　㈲山下重機建設　㈲勇貴
工業

水42 H24.10.16
水道普及促進事業前沢ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ配
水管布設（その2）工事

工務課 前沢 H25.3.15 8,970,000 指名 落札 北陸水道工業㈱ 8,800,000
吉枝工業㈱ 富士管機工業 ㈲宮崎住設
丸田工業㈱ 北陸水道工業㈱ 米島商会

水43 H24.10.16
水道普及促進事業中坪第6水源築
造（さく井）工事

工務課 若栗 H25.3.15 21,230,000 指名 落札 丸田工業㈱ 21,000,000
㈲丸さく 吉枝工業㈱ 丸田工業㈱ 北陸
水道工業㈱

546 H24.10.16 中央小学校ﾌﾟｰﾙろ過機更新工事 学校教育課 大布施 H25.1.31 3,655,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 3,620,000
吉枝工業㈱ 丸田工業㈱ 協進工業㈱ 武
隈鉄工㈱

560 H24.10.16
東布施地区及び石田地区消防団伝
達ｼｽﾃﾑﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ等移設工事

黒部消防署 東布施・石田 H24.12.15 3,190,000 指名 落札
北陸通信工業㈱　黒
部営業所

3,030,000
北陸通信工業㈱　　㈱中西電気　中西電
業㈱　北陸機材㈱

541 H24.10.16 桜井中学校現地測量業務委託 学校教育課 前沢 H24.12.21 3,093,000 指名 落札 ㈱中田測量コンサル 2,980,000
㈱スカイラーク企画航測社 ㈱中田測量
コンサル ㈱富山測量社 ㈱魚津測量設
計事務所

542 H24.10.16
荻生小学校体育館耐震補強・大規
模改造工事実施設計業務委託

学校教育課 荻生 H25.3.15 5,184,000 指名 落札
㈱押田建築設計事務
所

5,100,000
大窪建築設計事務所 山口建築設計事
務所 ㈱押田建築設計事務所 ㈱三四五
建築研究所 ㈱タムラ設計．

543 H24.10.16
若栗小学校校舎耐震補強工事実施
設計業務委託

学校教育課 若栗 H25.3.15 3,444,000 指名 落札
㈱鈴木一級建築士事
務所

3,400,000

大窪建築設計事務所 山口建築設計事
務所 ㈱押田建築設計事務所 ㈱鈴木一
級建築士事務所 ㈱福見建築設計事務
所

519 H24.10.16
入善黒部ﾊﾞｲﾊﾟｽ（黒部市内）に伴う
埋蔵文化財発掘調査委託堀切遺跡
Ⅶ-4区

生涯学習スポーツ課 石田 H25.3.15 24,000,000 指名 落札 ㈱アーキジオ富山 13,800,000
㈱国土開発センター ㈱上智 ㈱新日本コ
ンサルタント ㈱アーキジオ ㈱イビソク ㈱
太陽測地社 ㈱パスコ 日本海航測㈱

564 H24.10.10 市道犬山3号線消雪配管工事 建設課 石田 H24.12.20 2,850,000 指名 落札 飛弾配管工業㈱ 2,800,000
飛弾配管工業㈱ 富士管機工業 ㈲宮崎
住設 mou 北陸水道工業㈱
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569 H24.10.17
宇奈月温泉ｽｷｰ場第3ﾘﾌﾄ降場ｽﾃｰ
ｼﾞ修繕工事

農林整備課 宇奈月温泉 H24.11.30 2,800,000 指名 落札 大高建設㈱ 2,700,000
大高建設㈱ ㈱音沢土建 中村組 ㈲野村
建設

水47 H24.10.30 沓掛地区付替給水工事 工務課 大布施 H24.12.20 2,780,000 指名 落札 吉枝工業㈱ 2,700,000
飛弾配管工業㈱　富士管機工業　㈲丸
さく　㈲宮崎住設　吉枝工業㈱


