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447 H21.9.18
特環処理分区404外1路線舗装
復旧工事

下水道課 荻生 H21.10.30 3,920,000 指名 落札 桜井建設㈱ 3,850,000

448 H21.9.18
三日市処理分区764-1路線管
渠布設工事

下水道課 前沢 H21.11.20 7,220,000 指名 落札 村井鉄工所 7,050,000

498 H21.9.30
生地処理分区639-1外2路線管
渠布設工事

下水道課 生地 H21.12.10 7,250,000 指名 落札
㈱北陸体育施
設

7,050,000

480 H21.9.30
内生谷地区小規模急傾斜地崩
壊対策工事

建設課 東布施 H21.12.15 3,750,000 指名 落札 ㈱谷口工務店 3,650,000

497 H21.9.30
宇奈月簡易水道　宇奈月配水
池濁度計設置工事

水道課
宇奈月温
泉

H21.12.28 7,550,000 指名 落札 ㈱サンコー 7,300,000

519 H21.10.9
市道消雪ノズル外調整（その
10）業務委託

建設課
宇奈月町
浦山

H22.3.26 2,719,000 指名 落札
北陸水道工業
㈱

2,700,000

518 H21.10.9
市道消雪ノズル外調整（その
９）業務委託

建設課
宇奈月町
下立

H22.3.26 2,970,000 指名 落札 此川工設㈱ 2,920,000

463 H21.10.9 旧愛本公民館解体工事
都市計画
課

宇奈月町
愛本

H22.3.15 13,100,000 指名 落札 東栄土木㈱ 12,850,000

444 H21.10.9
農産物直売所新築工事（電気
設備）

都市計画
課

宇奈月町
下立

H22.3.25 6,350,000 指名 落札 高島電機商会 6,250,000

445 H21.10.9
農産物直売所新築工事（機械
設備）

都市計画
課

宇奈月町
下立

H22.3.25 7,800,000 指名 落札 富山管工㈱ 7,700,000

405 H21.10.9
中央小学校ランチルーム・体育
館新築工事（電気設備）

都市計画
課

大布施 H22.12.15 58,880,000 指名 落札 ㈱中西電気 51,000,000

406 H21.10.9
中央小学校ランチルーム・体育
館新築工事（機械設備）

都市計画
課

大布施 H22.12.15 19,600,000 指名 落札 ㈲宮崎住設 19,400,000

449 H21.10.9
市道新黒部駅前線道路築造工
事

建設課 若栗 H22.3.25 27,050,000 一般 落札 ㈱新興 26,200,000

462 H21.10.9
三日市処理分区1100-1外1路
線管渠布設工事

下水道課 三日市 H22.2.19 18,130,000 一般 落札 ㈱稗田組 17,500,000
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入札参加業者

西尾建設　加道川工業　山田建設㈱　㈱谷口工務店
東光エキスプレス㈱　村井鉄工所　此川工設㈱　森田組

平野建設　㈱北陸体育施設　西尾建設　田村工業　㈲
勇貴工業　加道川工業　山田建設㈱　東光エキスプレス
㈱　㈲飯田建設　㈲村椿工業

桜井建設㈱　共和土木㈱　大高建設㈱　此川建設㈱
㈱新興　富山工業㈱　東栄土木㈱

中西電業㈱　㈱稗田組　坂口建設㈱　中山工業㈱　㈱
新興　松倉建設㈱

㈲明和建設　加道川工業　山田建設㈱　㈱谷口工務店
村井鉄工所　野村建設　㈲エスケイ　㈱辻建設

㈱サンコー　荏原商事㈱　㈱柿本商会　菱越電機㈱　富
士機設工業㈱　㈱でんそく

北陸水道工業㈱　㈱音沢土建　㈱佐々木土建　中村組
東栄土木㈱　此川工設㈱　富山管工㈱　富山工業㈱
大高建設㈱　吉枝工業㈱

北陸水道工業㈱　㈱音沢土建　㈱佐々木土建　中村組
東栄土木㈱　此川工設㈱　富山管工㈱　富山工業㈱
大高建設㈱　吉枝工業㈱

此川建設㈱　大高建設㈱　東栄土木㈱　㈱新興　㈲山
下重機建設　新川インダストリ㈱　東光エキスプレス㈱
㈱音沢土建

㈲永森電工　池田電設興業㈱　本島電器総業㈱　㈲中
井電機　高島電機商会　㈲松井電気商会　㈲アワラ電
設

吉枝工業㈱　丸田工業㈱　北陸水道工業㈱　㈲中谷配
管工業　富山管工㈱

黒部エムテック㈱　北陸通信工業㈱　　㈱中西電気　中
西電業㈱　大平電設　大懸電機商会　大上戸電気㈱

吉枝工業㈱　黒部エムテック㈱　丸田工業㈱　北陸水道
工業㈱　富士管機工業　㈲中谷配管工業　㈲宮崎住設
富山管工㈱　協進工業㈱

第一建設㈱　中西電業㈱　㈱稗田組　㈲有倉建設　坂
口建設㈱　大高建設㈱　宮崎建設㈱　共和土木㈱　夏
野土木工業㈱　松倉建設㈱　㈱新興
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入札参加業者

443 H21.10.9
農産物直売所新築工事（建築
主体）

都市計画
課

宇奈月町
下立

H22.3.25 24,200,000 一般 落札 東栄土木㈱ 23,800,000

404 H21.10.9
中央小学校ランチルーム・体育
館新築工事（建築主体）

都市計画
課

大布施 H22.12.15 379,300,000 一般 落札

第一建設・平野
工務店中央小
学校ﾗﾝﾁﾙｰﾑ・
体育館新築工
事（建築主体）
共同企業体

369,000,000

第一建設㈱　東栄土木㈱　桜井建設㈱　共和土木㈱

宮崎・松倉中央小学校ﾗﾝﾁﾙｰﾑ・体育館新築工事（建築
主体）共同企業体　共和土木・辻建設 中央小学校ﾗﾝﾁ
ﾙｰﾑ・体育館新築工事（建築主体）共同企業体　第一建
設・平野工務店中央小学校ﾗﾝﾁﾙｰﾑ・体育館新築工事
（建築主体）共同企業体　桜井・森内中央小学校ﾗﾝﾁﾙｰ
ﾑ・体育館新築工事（建築主体）共同企業体　大高建設・
音沢土建中央小学校ﾗﾝﾁﾙｰﾑ・体育館新築工事（建築
主体）共同企業体

2/2 ※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。


