
総合評価方式入札結果一覧

2008年度（平成20年度）

No. 案件番号 工事番号 工事名 発注部署 工事箇所 工事担当課 工（業）種 種目 業者名 開札日 契約日 落札金額（税抜） 契約金額（税込） 総合評価のタイプ

1 2008100103 北建第205号 豊栄2-250号線道路改良工事 北区 北区 北区建設課 土木一式 一般土木 三和建設株式会社 H20.6.16 H20.6.24 12,166,000 12,774,300 特別簡易型

2 2008100102 北建第202号 木崎・尾山線舗装工事 北区 北区 北区建設課 ほ装 ほ装 福田道路㈱ H20.6.16 H20.6.24 9,045,000 9,497,250 特別簡易型

3 2008100104 北建第209号 長場・大月･上大月線道路改良工事 北区 北区 北区建設課 土木一式 一般土木 ㈱本間建設 H20.6.16 H20.6.27 10,150,000 10,657,500 特別簡易型

4 2008100117 東土第6号 南2-74号線道路改良工事 中央区 中央区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 ㈱レックス新潟支店 H20.6.18 H20.6.27 28,794,000 30,233,700 特別簡易型

5 2008100140 北下第108号 新崎幹線136号整備工事 北区 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木（開削） ㈱本間建設 H20.6.23 H20.7.4 30,680,000 32,214,000 特別簡易型

6 2008100183 北下第105号 新崎幹線293号整備 北区 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木（開削） ㈱山下造園土木 H20.6.30 H20.7.8 33,408,000 35,078,400 特別簡易型

7 2008100287 北下第110号 太夫浜幹線260号整備工事 北区 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木（開削） 大光建設㈱ H20.7.17 H20.7.25 24,983,000 26,232,150 特別簡易型

8 2008100288 北下第202号 葛塚幹線929号整備工事 北区 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木（開削） ㈱山下技建 H20.7.17 H20.7.25 25,713,000 26,998,650 特別簡易型

9 2008100399 建二第83号 岡方第二小学校屋上防水改修工事 北区 北区 公共建築第２課 防水 防水 阿部工業㈱ H20.8.1 H20.8.8 12,618,000 13,248,900 特別簡易型

10 2008100394 建二第70号 大野小学校グラウンド整備工事 契約課 西区 公共建築第２課 土木一式 一般土木 ㈱加賀田組新潟支店 H20.8.4 H20.8.20 50,000,000 52,500,000 特別簡易型

11 2008100427 北産第1号 旧新発田川集落排水施設整備その1工事 契約課 北区 北区産業振興課 土木一式 一般土木 椎谷工務店（株） H20.8.18 H20.8.25 66,386,000 69,705,300 特別簡易型

12 2008100485 北建第217号 豊栄2-246号線道路改良工事 北区 北区 北区建設課 土木一式 一般土木 ㈲佐藤儀組 H20.8.18 H20.8.29 9,632,000 10,113,600 特別簡易型

13 2008100443 北下第113号 太夫浜幹線234号整備工事 北区 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木（開削） ㈱本間建設 H20.8.18 H20.8.28 28,370,000 29,788,500 特別簡易型

14 2008100524 建二第89号 鳥屋野総合体育館大体育室床改修工事 中央区 中央区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 （株）早勝工務店 H20.8.22 H20.9.2 22,558,000 23,685,900 特別簡易型

15 2008100518 西下第16号 五十嵐排水区第2分区枝線583～594-1下水道工事 西区 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） （株）池井組 H20.8.25 H20.9.1 22,935,000 24,081,750 特別簡易型

16 2008100563 東下第21号 亀田第2処理分区枝線11～17-2下水道工事 江南区 江南区 東部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） 株式会社　吉沢組 H20.9.3 H20.9.10 27,724,000 29,110,200 特別簡易型

17 2008100594 北下第117号 太夫浜幹線238号下水道工事 北区 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木（開削） 株式会社　佐藤建設 H20.9.4 H20.9.11 27,676,000 29,059,800 特別簡易型

18 2008100596 秋下第10号 新津北上第1処理分区（川口地区）枝線108～131-4下水道工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区下水道課 土木一式 一般土木（開削） 北本建設㈱ H20.9.3 H20.9.10 38,465,000 40,388,250 特別簡易型

19 2008100602 秋下第26号 新津西部第1処理分区（北潟地区）枝線19～31下水道工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区下水道課 土木一式 一般土木（開削） 樋口鉄工建設㈱ H20.9.3 H20.9.10 28,450,000 29,872,500 特別簡易型

20 2008100586 南建第104号 大通黄金1号公園整備工事 南区 南区 南区建設課 造園 造園 福田道路㈱ H20.9.8 H20.9.16 23,000,000 24,150,000 特別簡易型

21 2008100588 南建第121号 味方幹線1号線歩道改良（1工区）工事 南区 南区 南区建設課 土木一式 一般土木 安達建設興業㈱ H20.9.8 H20.9.16 38,723,000 40,659,150 特別簡易型

22 2008100630 東土第61号 礎町通線歩道舗装工事 中央区 中央区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 福田道路㈱ H20.9.12 H20.9.24 14,646,000 15,378,300 特別簡易型

23 2008100632 西下第24号 新潟西第13処理分区枝線75～189他下水道工事 西区 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） 椎谷工務店（株） H20.9.16 H20.9.25 37,975,000 39,873,750 特別簡易型

24 2008100633 西土第71号 西7-30号線道路改良工事 西区 西区 西部地域土木事務所 ほ装 ほ装 ㈱加賀田組新潟支店 H20.9.16 H20.9.24 15,391,000 16,160,550 特別簡易型

25 2008100635 南産第1号 味方2番線舗装工事 南区 南区 南区産業振興課 ほ装 ほ装 ㈱加賀田組 H20.9.18 H20.9.26 14,326,000 15,042,300 特別簡易型

26 2008100636 南建第123号 味方幹線9号線歩道新設工事 南区 南区 南区建設課 土木一式 一般土木 安達建設興業㈱ H20.9.18 H20.9.29 10,766,000 11,304,300 特別簡易型

27 2008100637 西土第68号 主要地方道長岡栃尾巻線（両郡橋工区）舗装工事 南区 南区 西部地域土木事務所 ほ装 ほ装 株式会社　水倉組 H20.9.18 H20.9.29 32,691,000 34,325,550 特別簡易型

28 2008100642 建一第42号 （仮称）豊栄児童センター建設電気設備工事 北区 北区 公共建築第１課 電気 電気 ㈱トヨサカ阿部電機工業 H20.9.16 H20.9.29 9,845,000 10,337,250 特別簡易型

29 2008100703 建二第104号 市立中等教育学校開校に伴う昇降機設置工事 中央区 中央区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 星山工業㈱ H20.9.18 H20.9.29 26,350,000 27,667,500 特別簡易型

30 2008100704 東下第30号 新潟第4処理分区枝線2648～2783下水道工事 東区 東区 東部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） ㈱大建建設 H20.9.19 H20.9.29 32,327,000 33,943,350 特別簡易型

31 2008100709 秋下第8号 新津中部処理分区（南部地区）枝線N332～N460下水道工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区下水道課 土木一式 一般土木（開削） ㈱結興業 H20.9.18 H20.9.26 23,843,000 25,035,150 特別簡易型

32 2008100711 秋下第11号 新津西部第2処理分区（古津地区）枝線252-13～252-21下水道工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区下水道課 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 秋葉建設興業㈱ H20.9.18 H20.9.26 38,715,000 40,650,750 特別簡易型

33 2008100712 秋下第27号 新津古田第2処理分区（大鹿地区）枝線230～243-2下水道工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区下水道課 土木一式 一般土木（開削） ㈲澤田組 H20.9.18 H20.9.26 27,560,000 28,938,000 特別簡易型

34 2008100718 建一第55号 東石山コミュニティハウス（仮称）建設電気設備工事 東区 東区 公共建築第１課 電気 電気 ㈱向陽電工 H20.9.19 H20.9.29 9,112,000 9,567,600 特別簡易型

35 2008100638 南建第120号 堀掛1･2･7号線道路改良工事 南区 南区 南区建設課 ほ装 ほ装 ㈱志賀組 H20.9.25 H20.10.8 19,800,000 20,790,000 簡易型

36 2008100683 西下第30号 新潟西第2処理分区枝線215～233下水道工事 西区 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） （株）池井組 H20.9.24 H20.10.2 30,254,000 31,766,700 特別簡易型

37 2008100721 西土第82号 仁箇前田線道路改良工事 西蒲区 西蒲区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 ㈱大祐建設 H20.9.24 H20.10.2 26,269,000 27,582,450 特別簡易型

38 2008100723 秋下第18号 新津東部処理分区（飯柳地区）枝線536～幹線544下水道工事 契約課 秋葉区 秋葉区下水道課 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 丸運建設株式会社 H20.10.2 H20.10.9 48,222,000 50,633,100 簡易型

39 2008100764 建二第108号 鳥屋野中学校グラウンド改修工事 中央区 中央区 公共建築第２課 土木一式 一般土木 本間道路　株式会社 H20.9.26 H20.10.6 14,000,000 14,700,000 特別簡易型

40 2008100747 建二第103号 舟栄中学校外構整備衛生設備工事 中央区 中央区 公共建築第２課 管 管 新潟企業（株） H20.9.26 H20.10.6 16,025,000 16,826,250 特別簡易型

41 2008100734 西土第79号 新幹線側道第１７工区道路改良工事 契約課 西蒲区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　水倉組 H20.9.25 H20.10.7 43,042,000 45,194,100 特別簡易型

42 2008100781 東土第99号 茅野山地内舗装工事 江南区 江南区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 ㈱加賀田組新潟支店 H20.9.30 H20.10.7 19,310,000 20,275,500 特別簡易型

43 2008100782 建二第105号 新津第二中学校グラウンド改修工事 秋葉区 秋葉区 公共建築第２課 土木一式 一般土木 ㈱結興業 H20.9.30 H20.10.7 14,299,000 15,013,950 特別簡易型

44 2008100785 建一第59号 二葉町住宅外壁改修工事 中央区 中央区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 ㈱カタプロ建設 H20.9.30 H20.10.8 9,310,000 9,775,500 特別簡易型

45 2008100784 東下第20号 亀田第２処理分区枝線6～19下水道工事 契約課 江南区 東部地域下水道事務所 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 永光建設　株式会社 H20.10.6 H20.10.15 77,370,000 81,238,500 特別簡易型

46 2008100807 建一第53号 木崎コミュニティセンター建設空気調和設備工事 北区 北区 公共建築第１課 管 冷暖房設備工事 株式会社安達工業 H20.10.6 H20.10.14 22,300,000 23,415,000 特別簡易型

47 2008100809 西下第33号 五十嵐排水区第3分区枝線113－2～204－1下水道工事 西区 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） ㈱マル吉大越組 H20.10.6 H20.10.15 18,011,000 18,911,550 特別簡易型

48 2008100835 東下第33号 出来島排水区枝線94－3下水道工事 中央区 中央区 東部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） 小木工業株式会社 H20.10.9 H20.10.9 12,056,000 12,658,800 特別簡易型

49 2008100861 秋建第5号 小須戸1－121号線道路改良（その2）工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区建設課 土木一式 一般土木 板井建設　株式会社 H20.10.14 H20.10.21 28,900,000 30,345,000 特別簡易型

50 2008100878 西下第40号 新潟西第2-1処理分区枝線199～213下水道工事 江南区 江南区 東部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） （株）池井組 H20.10.15 H20.10.23 25,057,000 26,309,850 特別簡易型

51 2008100882 東土第108号 主要地方道新潟大外環状線横越バイパス盛土工事 江南区 江南区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 （株）日建緑地 H20.10.14 H20.10.22 17,764,000 18,652,200 特別簡易型

52 2008100883 東土第129号 鳥屋野地内道路改良工事 中央区 中央区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 本間道路　株式会社 H20.10.14 H20.10.22 14,700,000 15,435,000 特別簡易型

53 2008100893 西土第104号 巻1－48号線盛土造成工事 西蒲区 西蒲区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　宮川組 H20.10.20 H20.10.27 18,531,000 19,457,550 特別簡易型

54 2008100908 東土第125号 一般国道403号小須戸田上バイパス盛土工事 秋葉区 秋葉区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 板井建設　株式会社 H20.10.20 H20.10.27 14,490,000 15,214,500 特別簡易型

55 2008100909 秋建第210号 一般国道403号舗装修繕工事（車場～福島地区） 秋葉区 秋葉区 秋葉区建設課 ほ装 ほ装 丸運建設株式会社 H20.10.20 H20.10.27 13,450,000 14,122,500 特別簡易型

56 2008100913 西土第105号 巻1－77号線盛土造成工事 西蒲区 西蒲区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　宮川組 H20.10.20 H20.10.27 38,891,000 40,835,550 特別簡易型

57 2008100919 北建第228号 北2－116号線道路改良工事 北区 北区 北区建設課 土木一式 一般土木 株式会社　佐藤建設 H20.10.20 H20.10.27 10,216,000 10,726,800 特別簡易型

58 2008100926 東下第37号 新潟第5処理分区私道（その4）下水道工事 東区 東区 東部地域下水道事務所 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） ㈱大建建設 H20.10.20 H20.10.27 22,859,000 24,001,950 特別簡易型

59 2008100946 建一第67号 豊栄博物館アスベスト除去工事 北区 北区 公共建築第１課 とび・土工・コンクリート 解体 北越産業　株式会社 H20.10.21 H20.10.30 24,153,000 25,360,650 特別簡易型

60 2008100951 建一第70号 木崎コミュニティセンター建設電気設備工事 北区 北区 公共建築第１課 電気 電気 三研電設工業株式会社 H20.10.21 H20.10.28 15,800,000 16,590,000 特別簡易型

61 2008100927 建二第111号 新飯田小学校屋内体育館増築・改修工事 契約課 南区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 （株）廣瀨 H20.10.27 H20.11.4 79,616,000 83,596,800 特別簡易型

62 2008100964 建一第68号 新津第一保育園解体工事 秋葉区 秋葉区 公共建築第１課 とび・土工・コンクリート 解体 秋葉建設興業㈱ H20.10.27 H20.11.4 21,768,000 22,856,400 特別簡易型

63 2008100990 建二第110号 鳥屋野小学校外構整備衛生設備工事 中央区 中央区 公共建築第２課 管 管 株式会社　小川組 H20.10.27 H20.11.5 13,780,000 14,469,000 特別簡易型
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64 2008101007 東下第45号 鳥屋野排水区私道（その1）下水道工事 中央区 中央区 東部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） 豊和建設　株式会社 H20.10.30 H20.11.10 15,888,000 16,682,400 特別簡易型

65 2008100992 東下第32号 亀田第2処理分区枝線604～619下水道工事 契約課 江南区 東部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） 永光建設　株式会社 H20.11.4 H20.11.11 45,193,000 47,452,650 特別簡易型

66 2008101020 北建第242号 豊栄駅・木崎線道路改良工事 契約課 北区 北区建設課 土木一式 一般土木 丸運建設株式会社 H20.11.13 H20.11.20 55,123,000 57,879,150 簡易型

67 2008101023 西土第108号 3・4・545小針坂井線道路改良工事 契約課 西区 西部地域土木事務所 ほ装 ほ装 丸運建設株式会社 H20.11.13 H20.12.1 73,900,000 77,595,000 簡易型

68 2008101060 西土第117号 一般県道巻停車場線側溝修繕工事 西蒲区 西蒲区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　竹内建材 H20.11.10 H20.11.20 13,232,000 13,893,600 特別簡易型

69 2008101065 南下第705号 月潟第3処理分区枝線219下水道工事 南区 南区 南区下水道課 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 安達建設興業㈱ H20.11.10 H20.11.17 19,343,000 20,310,150 特別簡易型

70 2008101068 東土第161号 小杉5丁目地内道路改良工事 江南区 江南区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　吉沢組 H20.11.10 H20.11.17 21,832,000 22,923,600 特別簡易型

71 2008101070 南下第507号 白根第1処理分区西3号幹線420・464下水道工事 契約課 南区 南区下水道課 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） クラウン建設株式会社 H20.11.13 H20.11.28 73,456,000 77,128,800 特別簡易型

72 2008101077 東土第166号 南3－86号線舗装工事 中央区 中央区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 丸運建設株式会社 H20.11.10 H20.11.18 26,280,000 27,594,000 特別簡易型

73 2008101082 北建第229号 かぶとやま公園整備工事 北区 北区 北区建設課 土木一式 一般土木 八木建材　有限会社 H20.11.12 H20.11.19 19,469,000 20,442,450 特別簡易型

74 2008101069 南下第529号 白根第1処理分区西3号幹線419下水道工事 契約課 南区 南区下水道課 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　本間組 H20.11.19 H20.12.1 72,660,000 76,293,000 簡易型

75 2008101080 南下第505号 白根第1処理分区西1号幹線1023下水道工事 契約課 南区 南区下水道課 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 永光建設　株式会社 H20.11.17 H20.11.28 62,777,000 65,915,850 特別簡易型

76 2008101088 西土第113号 巻1－143号線道路改良工事 契約課 西蒲区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 丸運建設株式会社 H20.11.20 H20.12.1 74,680,000 78,414,000 特別簡易型

77 2008101101 東土第170号 3・4・526寄居浜女池線道路改良工事 契約課 中央区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 丸運建設株式会社 H20.11.20 H20.12.1 53,085,000 55,739,250 特別簡易型

78 2008101108 西下第43号 潟東第4処理分区枝線280～283下水道工事 西蒲区 西蒲区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） 株式会社　宮川組 H20.11.18 H20.11.26 25,317,000 26,582,850 特別簡易型

79 2008101112 西下第62号 岩室第3処理分区枝線9～72C下水道工事 西蒲区 西蒲区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） 株式会社　宮川組 H20.11.18 H20.11.26 37,308,000 39,173,400 特別簡易型

80 2008101151 建二第118号 万代市民会館多目的ホール音響設備取替工事 中央区 中央区 公共建築第２課 電気通信 その他 （株）興電社 H20.11.20 H20.12.8 11,000,000 11,550,000 特別簡易型

81 2008101146 西土第124号 平島大野線1号交差点改良工事 西区 西区 西部地域土木事務所 ほ装 ほ装 福田道路（株） H20.11.25 H20.12.2 23,714,000 24,899,700 特別簡易型

82 2008101161 東土第172号 主要地方道新潟小須戸三条線歩道整備（その2）工事 江南区 江南区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　亀田建設 H20.11.25 H20.12.2 7,987,000 8,386,350 特別簡易型

83 2008101175 建一第85号 船見下水処理場管理本館耐震補強工事 中央区 中央区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 （株）早勝工務店 H20.11.27 H20.12.5 9,480,000 9,954,000 特別簡易型

84 2008101121 西下第36号 五十嵐排水区五十嵐第5雨水枝線139～146下水道工事 契約課 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 下水道等推進(800mm以上) ㈱加賀田組新潟支店 H20.12.1 H20.12.11 70,900,000 74,445,000 簡易型

85 2008101130 東下第52号 横越排水区枝線A29～A31下水道工事 契約課 江南区 東部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） ㈱加賀田組新潟支店 H20.12.1 H20.12.11 73,200,000 76,860,000 簡易型

86 2008101152 農整備第1号 黒鳥浦方農道整備工事 契約課 西区 農村整備課 土木一式 一般土木 北越緑化（株） H20.12.1 H20.12.11 52,386,000 55,005,300 特別簡易型

87 2008101169 秋建第22号 一般県道矢代田停車場線道路改良工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区建設課 ほ装 ほ装 本間道路　株式会社 H20.12.1 H20.12.8 11,663,000 12,246,150 特別簡易型

88 2008101170 建二第119号 小須戸中学校プール改修工事 秋葉区 秋葉区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 （株）早勝工務店 H20.12.1 H20.12.8 15,000,000 15,750,000 特別簡易型

89 2008101199 建一第99号 北出張所外壁改修工事 北区 北区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 堀川建設　株式会社 H20.12.2 H20.12.10 10,200,000 10,710,000 特別簡易型

90 2008101209 東下第34号 新潟第4処理分区枝線S2788～2804下水道工事 東区 東区 東部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） クラウン建設株式会社 H20.12.1 H20.12.8 33,950,000 35,647,500 特別簡易型

91 2008101168 秋建第15号 野方出戸線舗装新設工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区建設課 ほ装 ほ装 ㈱加賀田組新潟支店 H20.12.8 H20.12.15 14,400,000 15,120,000 簡易型

92 2008101212 西下第63号 潟東第4処理分区枝線276－1～279下水道工事 西蒲区 西蒲区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） 株式会社　大祐建設 H20.12.8 H20.12.16 39,616,000 41,596,800 特別簡易型

93 2008101233 南下第530号 白根第１処理分区枝線市街地北部494・496－2下水道工事 南区 南区 南区下水道課 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 安達建設興業㈱ H20.12.8 H20.12.15 26,600,000 27,930,000 特別簡易型

94 2008101242 東土第185号 1級市道前新田・浦木線舗装工事 北区 北区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 丸運建設株式会社 H20.12.9 H20.12.18 8,117,000 8,522,850 特別簡易型

95 2008101265 北建第128号 早通公園改修工事 北区 北区 北区建設課 土木一式 一般土木 三和建設株式会社 H20.12.10 H20.12.17 9,522,000 9,998,100 特別簡易型

96 2008101266 北建第236号 豊栄1－275号線道路改良工事 北区 北区 北区建設課 土木一式 一般土木 株式会社　佐藤建設 H20.12.10 H20.12.17 12,260,000 12,873,000 特別簡易型

97 2008101276 建二第112号 中之口体育館外壁改修工事 西蒲区 西蒲区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 阿部工業㈱ H20.12.11 H20.12.19 28,070,000 29,473,500 特別簡易型

98 2008101252 東土第173号 一般県道島見濁川線歩道整備工事 北区 北区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 ㈱加賀田組新潟支店 H20.12.15 H21.1.7 21,650,000 22,732,500 簡易型

99 2008101279 西土第119号 一般県道黒埼新飯田線道路改良（歩道新設）工事 南区 南区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 安達建設興業㈱ H20.12.17 H21.1.5 16,450,000 17,272,500 特別簡易型

100 2008101281 西土第128号 一般県道石瀬吉田線道路改良工事 契約課 西蒲区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　水倉組 H20.12.18 H21.1.6 48,755,000 51,192,750 特別簡易型

101 2008101288 建一第95号 石山住宅A－1棟外壁改修工事 東区 東区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 （株）外山組 H20.12.15 H20.12.25 10,600,000 11,130,000 特別簡易型

102 2008101329 西下第69号 岩室第3処理分区枝線1～4下水道工事 西蒲区 西蒲区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） 株式会社　宮川組 H20.12.17 H20.12.25 26,180,000 27,489,000 特別簡易型

103 2008101330 西下第74号 中之口第2処理分区枝線128～133下水道工事 西蒲区 西蒲区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） 株式会社　小林工務店 H20.12.17 H20.12.25 21,945,000 23,042,250 特別簡易型

104 2008101334 西土第146号 一般国道402号（新潟海岸バイパス）舗装工事 西区 西区 西部地域土木事務所 ほ装 ほ装 丸運建設株式会社 H20.12.16 H20.12.25 14,820,000 15,561,000 特別簡易型

105 2008101335 西土第149号 寺地地内側溝改良工事 西区 西区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 （株）池井組 H20.12.18 H20.12.26 16,363,000 17,181,150 特別簡易型

106 2008101342 建二第98号 亀田中学校校舎改築衛生設備工事 江南区 江南区 公共建築第２課 管 管 小木工業株式会社 H20.12.17 H20.12.25 40,980,000 43,029,000 特別簡易型

107 2008101343 建二第99号 亀田中学校校舎改築冷暖房換気設備工事 江南区 江南区 公共建築第２課 管 管 研冷工業㈱ H20.12.17 H20.12.25 28,800,000 30,240,000 特別簡易型

108 2008101353 南下第511号 白根第１処理分区枝線市街地北部497～499下水道工事 南区 南区 南区下水道課 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　吉沢組 H20.12.24 H21.1.7 39,252,000 41,214,600 特別簡易型

109 2008101398 建一第103号 松鶴荘空気調和設備改修工事 東区 東区 公共建築第１課 管 管 株式会社　ナカムラ H21.1.7 H21.1.15 32,000,000 33,600,000 特別簡易型

110 2008101401 東土第203号 主要地方道新潟大外環状線前新田バイパス標識設置工事 北区 北区 東部地域土木事務所 とび・土工・コンクリート 交通安全施設（道路標識，路面表示等) 株式会社新潟デック H21.1.6 H21.1.15 22,755,000 23,892,750 特別簡易型

111 2008101408 建一第123号 （仮称）岩室観光複合施設建設電気設備工事 西蒲区 西蒲区 公共建築第１課 電気 電気 （株）応用電業社 H21.1.7 H21.1.15 33,000,000 34,650,000 特別簡易型

112 2008101412 秋下第47号 小須戸第１排水区枝線56－5～69－5下水道工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区下水道課 土木一式 一般土木 板井建設株式会社 H21.1.7 H21.1.15 14,500,000 15,225,000 特別簡易型

113 2008101413 建二第137号 鳥屋野運動公園野球場屋外排水設備改修工事 中央区 中央区 公共建築第２課 管 管 新潟興業（株） H21.1.6 H21.1.16 24,100,000 25,305,000 特別簡易型

114 2008101414 建一第125号 音楽文化会館アスベスト除去工事 中央区 中央区 公共建築第１課 とび・土工・コンクリート 解体 （株）小林工業所 H21.1.6 H21.1.15 9,782,000 10,271,100 特別簡易型

115 2008101350 建一第121号 （仮称）岩室観光複合施設建設工事 契約課 西蒲区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 （株）皆川組 H21.1.15 H21.1.22 163,000,000 171,150,000 簡易型

116 2008101400 北下第101号 新崎幹線593号下水道工事 契約課 北区 北区下水道課 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　吉田建設 H21.1.15 H21.1.26 47,824,000 50,215,200 簡易型

117 2008101521 南下第517号 白根第1処理分区枝線市街地北部969～984下水道工事 南区 南区 南区下水道課 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　水倉組 H21.1.26 H21.2.5 37,176,000 39,034,000 特別簡易型

118 2008101560 秋建第36号 荻川新津線道路改良工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区建設課 土木一式 一般土木 株式会社　飯野建設 H21.1.26 H21.2.2 35,580,000 37,359,000 特別簡易型

119 2008101561 秋下第46号 小須戸第1排水区枝線97－3～110－5下水道工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区下水道課 土木一式 一般土木 株式会社　名古屋組 H21.1.26 H21.2.2 9,960,000 10,458,000 特別簡易型

120 2008101570 東下第54号 姥ヶ山排水区枝線727～735下水道工事 契約課 中央区 東部地域下水道事務所 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　水倉組 H21.2.4 H21.2.20 86,722,000 91,058,100 特別簡易型

121 2008101571 東下第56号 姥ヶ山排水区枝線355～357下水道工事 契約課 中央区 東部地域下水道事務所 土木一式 下水道等推進(800mm以上) クラウン建設株式会社 H21.2.4 H21.2.20 74,468,000 78,191,400 特別簡易型

122 2008101592 西下第88号 新潟西第10処理分区枝線201下水道工事 西区 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） 椎谷工務店（株） H21.2.9 H21.2.17 27,872,000 29,265,600 特別簡易型

123 2008101596 南下第506号 白根第1処理分区西3号幹線562－2下水道工事 南区 南区 南区下水道課 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　鈴木組 H21.2.9 H21.2.20 15,954,000 16,751,700 特別簡易型

124 2008101624 西下第70号 新潟西第2処理分区枝線149～157下水道工事 西区 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） （株）池井組 H21.2.9 H21.2.17 20,055,000 21,057,750 特別簡易型

125 2008101640 東土第236号 亀田376号線舗装工事 江南区 江南区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 （株）大栄建設 H21.2.12 H21.2.19 9,399,000 9,868,950 特別簡易型

126 2008101652 西下第101号 新潟西第13処理分区枝線96他下水道工事 西区 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） 株式会社　笠井組 H21.2.12 H21.2.19 15,196,000 15,955,800 特別簡易型

127 2008101653 東土第202号 主要地方道新潟新発田村上線バリアフリー歩道改良（その2）工事 東区 東区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 （株）大栄建設 H21.2.12 H21.2.20 30,166,000 31,674,300 特別簡易型

128 2008101661 北下第216号 葛塚幹線762号下水道工事 北区 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木（開削） 株式会社　佐藤建設 H21.2.12 H21.2.19 22,253,000 23,365,650 特別簡易型
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129 2008101621 秋下第48号 新津荻川第2排水区枝線192－2～幹線195下水道工事 契約課 秋葉区 秋葉区下水道課 土木一式 一般土木 第一建設工業株式会社 H21.2.16 H21.2.23 59,771,000 62,759,550 特別簡易型

130 2008101657 東下第65号 新潟第5処理分区枝線3037～3043B下水道工事 東区 東区 東部地域下水道事務所 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） （株）原組 H21.2.16 H21.2.23 39,488,000 41,462,400 特別簡易型

131 2008101675 東下第57号 新潟第5処理分区幹線3A～枝線3035下水道工事 契約課 東区 東部地域下水道事務所 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） （株）廣瀨 H21.2.19 H21.2.27 80,816,000 84,856,800 特別簡易型

132 2008101684 西下第99号 巻第3処理分区私道枝線4～377B－1下水道工事 西蒲区 西蒲区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） 株式会社渡大組 H21.2.16 H21.2.24 37,347,000 39,214,350 特別簡易型

133 2008101702 東下第62号 姥ヶ山排水区枝線735～740下水道工事 中央区 中央区 東部地域下水道事務所 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 第一建設工業株式会社 H21.2.19 H21.2.27 23,800,000 24,990,000 特別簡易型

134 2008101787 東土第257号 東港線道路改良工事 中央区 中央区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 豊和建設　株式会社 H21.3.2 H21.3.10 25,650,000 26,932,500 特別簡易型

135 2008101792 西下第103号 坂井輪排水区下坂井分区私道枝線426－2～427－2下水道工事 西区 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木（開削） 株式会社　西方組 H21.3.9 H21.3.16 18,818,000 19,758,900 特別簡易型

136 2008101817 秋建第53号 小須戸1－159号線道路改良（その3）工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区建設課 土木一式 一般土木 星田建設　株式会社 H21.3.9 H21.3.16 30,707,000 32,242,350 特別簡易型

137 2008101847 南下第522号 白根第1処理分区西1号幹線986・1008下水道工事 契約課 南区 南区下水道課 土木一式 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　新潟藤田組 H21.3.16 H21.3.27 70,899,000 74,443,950 特別簡易型


