
総合評価方式入札結果一覧

2009年度（平成21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 評価の型

1 2009100385 北下第１０１号 太夫浜幹線１１６号下水道工事 北区 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木 株式会社　佐藤建設 H21.7.16 H21.7.24 25,120,000 26,376,000 特別簡易型 施工実績

2 2009100369 秋下第１５号  新津西部第２処理分区（古津地区）枝線10－10～12－10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 有限会社　白玉興業 H21.7.21 H21.7.31 24,110,000 25,315,500 特別簡易型 地域貢献度

3 2009100371 秋下第４２号  新津新金沢第３処理分区（中新田地区）枝線９０～９６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） 北本建設　株式会社 H21.7.21 H21.7.31 31,288,000 32,852,400 特別簡易型 地域貢献度

4 2009100446 建一第３２号 横越農村環境改善センター改修工事 江南区 江南区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 隆成建設（株） H21.7.28 H21.8.5 24,915,000 26,160,750 特別簡易型 地域貢献度

5 2009100493 秋下第５号  新津荻川第１処理分区（市之瀬地区）幹線９１９～９３２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） 株式会社　本間組 H21.8.5 H21.8.12 54,600,000 57,330,000 特別簡易型 施工実績

6 2009100497 西下第２７号  五十嵐排水区第２分区枝線４０７～４４０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 椎谷工務店（株） H21.8.5 H21.8.25 26,704,000 28,039,200 特別簡易型 地域貢献度

7 2009100523 西土第３７号 旗屋工業団地鱸北団地線道路改良工事 西蒲区 西蒲区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　渡大組 H21.8.6 H21.8.17 18,626,000 19,557,300 特別簡易型 地域貢献度

8 2009100524 西下第２２号  中之口第１処理分区枝線２１９～２２２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 株式会社　小林工務店 H21.8.6 H21.8.18 24,111,000 25,316,550 特別簡易型 地域貢献度

9 2009100525 西下第２６号  岩室第２処理分区枝線１４２～１４７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 株式会社　小林工務店 H21.8.6 H21.8.18 33,175,000 34,833,750 特別簡易型 地域貢献度

10 2009100531 東土第３８号 金助堀歩道改良工事 江南区 江南区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 （株）原組 H21.8.11 H21.8.20 34,931,000 36,677,550 特別簡易型 地域貢献度

11 2009100503 南建第３１０３号 月潟１－１３８号線（味方・月潟・中之口広域５号線）改築第１３次工事 南区 南区 南区建設課 ほ装 ほ装 株式会社　水倉組 H21.8.18 H21.8.27 36,595,000 38,424,750 特別簡易型 地域貢献度

12 2009100504 南建第３１０４号 月潟１－１３８号線（味方・月潟・中之口広域５号線）改築第１４次工事 南区 南区 南区建設課 ほ装 ほ装 （株）大栄建設 H21.8.18 H21.8.27 36,793,000 38,632,650 特別簡易型 地域貢献度

13 2009100505 南建第３１０５号 月潟１－１３８号線（味方・月潟・中之口広域５号線）改築第１５次工事 南区 南区 南区建設課 ほ装 ほ装 （株）大栄建設 H21.8.18 H21.8.27 35,785,000 37,574,250 特別簡易型 地域貢献度

14 2009100620 西下第２４号 岩室第２処理分区枝線１３２～１４１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 遠藤建設　株式会社 H21.8.18 H21.8.26 34,782,000 36,521,100 特別簡易型 地域貢献度

15 2009100581 西下第２８号 五十嵐排水区第２分区枝線６５７～６６９－５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 椎谷工務店（株） H21.8.18 H21.9.1 37,300,000 39,165,000 特別簡易型 地域貢献度

16 2009100562 北下第１１０号 新崎幹線６９８号下水道工事 北区 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木 株式会社　佐藤建設 H21.8.18 H21.8.26 39,560,000 41,538,000 特別簡易型 施工実績

17 2009100590 秋下第３１号 新津大関北処理分区枝線８～１６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 北本建設　株式会社 H21.8.19 H21.8.28 33,800,000 35,490,000 特別簡易型 施工実績

18 2009100611 秋下第２９号  新津古田第２処理分区（大鹿地区）枝線１６８～１８０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 有限会社　池田建設 H21.8.19 H21.8.28 30,680,000 32,214,000 特別簡易型 地域貢献度

19 2009100550 西下第３６号 黒埼第２処理分区枝線４９１－２～５３１下水道工事 契約課 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木 株式会社　笠井組 H21.8.27 H21.9.4 60,880,000 63,924,000 特別簡易型 施工実績

20 2009100666 北下第２２０号 葛塚枝線８００号下水道工事 北区 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木 株式会社　山下技建                      H21.8.31 H21.9.8 27,896,000 29,290,800 特別簡易型 施工実績

21 2009100791 西土第４２号 主要地方道長岡栃尾巻線（漆山拡幅）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 株式会社　梨本組 H21.9.10 H21.9.24 12,485,000 13,109,250 特別簡易型 地域貢献度

22 2009100792 西土第５８号 巻１－４９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　渡大組 H21.9.15 H21.9.28 39,167,000 41,125,350 特別簡易型 地域貢献度

23 2009100793 西土第６６号 大原番屋線大原番屋２号歩道橋新設（上部工）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 H21.9.15 H21.10.1 14,933,000 15,679,650 特別簡易型 地域貢献度

24 2009100817 東下第３７号 新潟第４処理分区枝線２８１２～２８５９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 富岡建設　株式会社 H21.9.16 H21.9.30 15,597,000 16,376,850 特別簡易型 地域貢献度

25 2009100837 西下第２５号 岩室第２処理分区枝線９５～１２５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 株式会社　梨本組 H21.9.16 H21.9.28 28,324,000 29,740,200 特別簡易型 地域貢献度

26 2009100811 秋下第４４号 新津小屋場処理分区枝線１８～２７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　西済組 H21.9.16 H21.10.2 28,590,000 30,019,500 特別簡易型 地域貢献度

27 2009100818 東土第５０号 主要地方道新潟黒埼インター笹口線（交付金）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 H21.9.17 H21.10.1 32,613,000 34,243,650 特別簡易型 地域貢献度

28 2009100795 西土第４６号 主要地方道長岡栃尾巻線（茨曽根工区）道路改良工事 南区 南区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 青柳建設　株式会社 H21.9.17 H21.10.1 40,001,000 42,001,050 特別簡易型 地域貢献度

29 2009100767 南下第３号 白根第１処理分区枝線市街地北部４８１～４８８下水道工事 南区 南区 南区下水道課 土木一式 一般土木 株式会社　堤組 H21.9.17 H21.9.30 22,120,000 23,226,000 特別簡易型 地域貢献度

30 2009100768 建二第８９号 白南中学校グラウンド改修工事 南区 南区 公共建築第２課 土木一式 一般土木 渡辺建設　株式会社 H21.9.17 H21.9.30 27,298,000 28,662,900 特別簡易型 地域貢献度

31 2009100826 東土第５７号 一般県道白山停車場女池線電線共同溝工事 契約課 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 H21.10.7 H21.10.15 79,000,000 82,950,000 簡易型 Ａ除雪

32 2009100858 東土第７０号 主要地方道新潟黒埼インター笹口線電線共同溝工事 契約課 中央区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 伸晃建設（株） H21.10.19 H21.10.29 66,688,000 70,022,400 簡易型 Ａ除雪

33 2009100867 南建第１１３号 月潟下曲通線道路改良工事 南区 南区 南区建設課 土木一式 一般土木 株式会社　堤組     H21.10.8 H21.10.19 26,877,000 28,220,850 特別簡易型 地域貢献度

34 2009100873 北下第２１３号 葛塚枝線９２４号下水道工事 北区 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木 株式会社　佐藤建設 H21.10.8 H21.10.19 37,830,000 39,721,500 特別簡易型 施工実績

35 2009100906 建一第８６号 新潟市中央卸売市場落雷対策工事 江南区 江南区 公共建築第１課 電気 電気 友和工業　株式会社 H21.10.8 H21.10.19 11,900,000 12,495,000 特別簡易型 施工実績

36 2009100914 北下第１０５号 太夫浜幹線３４１－１号下水道工事 北区 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） クラウン建設　株式会社 H21.10.14 H21.10.22 36,293,000 38,107,650 特別簡易型 施工実績

37 2009100948 西下第５１号 坂井輪排水区下坂井分区枝線６４９～７２４下水道工事 契約課 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木 株式会社　笠井組 H21.10.22 H21.10.30 45,830,000 48,121,500 特別簡易型 施工実績

38 2009100950 東土第７１号 焼島橋取付道路工事 契約課 東区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　本間組 H21.10.29 H21.11.6 70,330,000 73,846,500 簡易型 Ａ除雪

39 2009100955 西土第４９号 曽和インター信濃町線１号道路改良工事 契約課 西区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　テックアサヒ H21.10.29 H21.11.6 44,230,000 46,441,500 簡易型 Ｃ除雪

40 2009100961 南下第２０８号 味方第３処理分区枝線２５～３６－２下水道工事 南区 南区 南区下水道課 土木一式 一般土木 株式会社　堤組 H21.10.22 H21.10.30 28,556,000 29,983,800 特別簡易型 施工実績

41 2009100993 西土第４８号 主要地方道新潟寺泊線（仮）茶屋川橋下部工工事 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　廣瀨 H21.11.4 H21.11.12 95,350,000 100,117,500 簡易型 Ａ除雪

42 2009100983 西土第８２号 巻１－７７号線道路改良工事 西蒲区 西蒲区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　小林工務店 H21.10.27 H21.11.6 30,929,000 32,475,450 特別簡易型 地域貢献度

43 2009101007 北建第２２２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 富岡建設　株式会社 H21.10.29 H21.11.12 64,320,000 67,536,000 特別簡易型 施工実績

44 2009101021 西土第５９号 曽和小見郷屋線道路改良工事 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 H21.10.28 H21.11.5 23,700,000 24,885,000 特別簡易型 地域貢献度

45 2009101044 西土第８７号 黒埼２－１０６号線道路改良工事 西区 西区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　西方組 H21.10.28 H21.11.9 39,833,000 41,824,650 特別簡易型 施工実績

46 2009101025 北産第４号 金清水川排水路整備工事 北区 北区 北区産業振興課 土木一式 一般土木 株式会社　山下技建 H21.10.28 H21.11.10 32,000,000 33,600,000 特別簡易型 地域貢献度

47 2009101054 西土第９０号 二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 株式会社　宮川組 H21.10.30 H21.11.11 28,100,000 29,505,000 特別簡易型 地域貢献度

48 2009101036 秋建第１８号 小須戸１-１２１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 H21.11.5 H21.11.13 26,426,000 27,747,300 特別簡易型 地域貢献度

49 2009101022 東土第８２号 南７－３６８号線歩道整備工事 契約課 江南区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 （株）大栄建設 H21.11.9 H21.11.17 44,950,000 47,197,500 特別簡易型 施工実績

50 2009101060 西土第１０１号 新幹線西側側道第４工区道路改良工事 契約課 西区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 （株）大栄建設 H21.11.9 H21.11.17 55,500,000 58,275,000 特別簡易型 施工実績

51 2009101041 秋下第２３号 新津西部排水区　幹線南２３－１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 秋葉建設興業　株式会社 H21.11.10 H21.11.17 161,127,000 169,183,350 簡易型 Ａ除雪

52 2009101042 秋下第３２号 新津古田第２処理分区（大鹿地区）枝線９６－２～１０６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） 株式会社　廣瀨 H21.11.10 H21.11.17 101,538,000 106,614,900 簡易型 Ａ除雪

53 2009101049 東土第９２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 （株）原組 H21.11.4 H21.11.11 22,500,000 23,625,000 特別簡易型 地域貢献度

54 2009101082 東土第９８号 亀田２５８号線道路改良工事 江南区 江南区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 （株）日建緑地 H21.11.10 H21.11.17 35,000,000 36,750,000 特別簡易型 地域貢献度

55 2009101087 東土第８９号 ３・３・５１１出来島上木戸線道路改良工事 契約課 東区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 （株）大栄建設 H21.11.17 H21.11.25 68,300,000 71,715,000 特別簡易型 施工実績

56 2009101100 東土第１０１号 南７－３７０号線橋梁新設工事 契約課 江南区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 （株）大栄建設 H21.11.17 H21.11.25 84,500,000 88,725,000 特別簡易型 施工実績

57 2009101127 建一第８９号 （仮称）鳥屋野潟野鳥観察舎設置工事 中央区 中央区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 株式会社　田中組 H21.11.13 H21.11.20 11,500,000 12,075,000 特別簡易型 地域貢献度

58 2009101114 西土第１１５号 大野町小平方線道路改良工事 西区 西区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　西方組 H21.11.16 H21.11.24 25,200,000 26,460,000 特別簡易型 地域貢献度

59 2009101150 東土第９９号 横越６３０号線道路改良工事 江南区 江南区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 （株）原組 H21.11.17 H21.11.26 30,500,000 32,025,000 特別簡易型 地域貢献度

60 2009101149 東土第１０４号 主要地方道新潟小須戸三条線歩道整備工事 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　土田組 H21.11.17 H21.11.26 9,100,000 9,555,000 特別簡易型 地域貢献度

61 2009101206 西下第４３号 五十嵐排水区第２分区枝線６７３～７４９下水道工事 契約課 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木 株式会社　笠井組 H21.11.30 H21.12.8 50,700,000 53,235,000 特別簡易型 施工実績

62 2009101190 西下第４６号 西川第６処理分区枝線１７～６４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 株式会社　渡大組 H21.11.19 H21.11.27 35,900,000 37,695,000 特別簡易型 地域貢献度

63 2009101194 西下第４７号 巻第２処理分区枝線５０２～５０６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 株式会社　梨本組 H21.11.19 H21.11.27 33,200,000 34,860,000 特別簡易型 地域貢献度

64 2009101165 建一第８７号 桃山町第１住宅Ｊ・Ｋ号棟外壁改修工事 東区 東区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 （株）早勝工務店 H21.11.24 H21.12.1 24,200,000 25,410,000 特別簡易型 地域貢献度

65 2009101176 建一第８８号 秋葉通住宅Ｈ号棟外壁改修工事 東区 東区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 （株）早勝工務店 H21.11.24 H21.12.1 14,400,000 15,120,000 特別簡易型 地域貢献度

66 2009101161 建一第１０２号 旧新津第二保育園解体工事 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 株式会社　小川組 H21.11.25 H21.12.2 12,700,000 13,335,000 特別簡易型 地域貢献度
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67 2009101163 東土第１０９号 弁天町線道路改良工事 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 H21.11.25 H21.12.2 35,800,000 37,590,000 特別簡易型 施工実績

68 2009101230 建一第６５号 小須戸文京町住宅１期改築工事 契約課 秋葉区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 株式会社　廣瀨 H21.12.9 H21.12.16 225,800,000 237,090,000 簡易型 Ｃ災害

69 2009101219 建二第１１３号 小針小学校改築衛生設備工事 西区 西区 公共建築第２課 管 管 研冷工業（株） H21.11.30 H21.12.9 12,000,000 12,600,000 特別簡易型 施工実績

70 2009101244 建一第６７号 西蒲消防署大規模改修工事 西蒲区 西蒲区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 （有）いけだ建工 H21.12.3 H21.12.18 18,425,000 19,346,250 特別簡易型 地域貢献度

71 2009101238 建一第１０７号 小須戸文京町住宅１期改築電気設備工事 秋葉区 秋葉区 公共建築第１課 電気 電気 株式会社　八重電業社 H21.12.8 H21.12.15 38,100,000 40,005,000 特別簡易型 施工実績

72 2009101256 建二第１１７号 小針小学校改築電気設備工事 西区 西区 公共建築第２課 電気 電気 株式会社渡辺電気工業所 H21.12.7 H21.12.14 35,400,000 37,170,000 特別簡易型 施工実績

73 2009101257 西下第４５号 潟東第４処理分区幹線５Ａ～５Ｂ他下水道工事 契約課 西蒲区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木 クラウン建設　株式会社 H21.12.15 H21.12.25 63,400,000 66,570,000 特別簡易型 施工実績

74 2009101258 建一第１１２号 赤塚処分地施設解体撤去工事 西区 西区 公共建築第１課 とび・土工・コンクリート 解体 （株）近藤組 H21.12.9 H21.12.17 17,000,000 17,850,000 特別簡易型 地域貢献度

75 2009101285 建二第１２２号 両川小学校外構整備工事 契約課 江南区 公共建築第２課 土木一式 一般土木 （株）加賀田組　新潟支店 H21.12.15 H21.12.24 91,500,000 96,075,000 特別簡易型 施工実績

76 2009101280 東下第５０号 新潟第５処理分区枝線３０４０～３０４３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） 株式会社　小暮組 H21.12.14 H21.12.21 37,000,000 38,850,000 特別簡易型 地域貢献度

77 2009101246 建一第６６号 東消防署空港前出張所改修工事 東区 東区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 （株）マル吉大越組 H21.12.14 H21.12.22 18,100,000 19,005,000 特別簡易型 地域貢献度

78 2009101286 秋建第２０号 大安寺第５号大関線道路改良工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区建設課 土木一式 一般土木 有限会社　本間建設工業 H21.12.15 H21.12.22 14,900,000 15,645,000 特別簡易型 地域貢献度

79 2009101294 東土第１２１号 南７－７４号線道路改良工事 契約課 中央区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 丸運建設　株式会社 H21.12.17 H21.12.25 154,500,000 162,225,000 特別簡易型 施工実績

80 2009101319 東下第４８号 姥ヶ山排水区枝線７１３－２～７２２－２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　廣瀨 H21.12.21 H22.1.6 53,800,000 56,490,000 特別簡易型 施工実績

81 2009101330 東下第４４号 鳥屋野排水区枝線２５５－１－１～２５５－４－２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 株式会社　丸隆建設 H21.12.16 H22.1.7 18,300,000 19,215,000 特別簡易型 地域貢献度

82 2009101348 西下第４８号 巻第２処理分区枝線５０７～５１４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 遠藤建設　株式会社 H21.12.16 H21.12.25 33,700,000 35,385,000 特別簡易型 地域貢献度

83 2009101350 西下第４９号 巻第２処理分区枝線３１１Ｂ～５１６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 田島建設　株式会社 H21.12.16 H21.12.25 28,000,000 29,400,000 特別簡易型 地域貢献度

84 2009101351 西下第５７号 巻第２処理分区枝線３７４－３～５６７－１３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 株式会社　小林工務店 H21.12.16 H21.12.28 26,300,000 27,615,000 特別簡易型 地域貢献度

85 2009101352 西下第５８号 巻第３処理分区枝線１～５６６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 株式会社　水倉組 H21.12.16 H22.1.4 37,800,000 39,690,000 特別簡易型 地域貢献度

86 2009101377 建一第１１７号 小須戸文京町住宅１期改築衛生換気設備工事 契約課 秋葉区 公共建築第１課 管 管 新潟企業（株） H22.1.6 H22.1.15 41,600,000 43,680,000 特別簡易型 施工実績

87 2009101370 南下第６号 白根第１処理分区枝線市街地北部５４３－３～５４６－２下水道工事 南区 南区 南区下水道課 土木一式 一般土木 株式会社　外川組 H22.1.6 H22.1.15 26,000,000 27,300,000 特別簡易型 地域貢献度

88 2009101371 南下第１１号 白根第１処理分区枝線市街地北部９３３～９３６－２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）池井組 H22.1.6 H22.1.15 39,100,000 41,055,000 特別簡易型 施工実績

89 2009101430 建二第１２４号 新関コミュニティセンター（仮称）建設工事 契約課 秋葉区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 丸運建設　株式会社 H22.1.18 H22.1.25 111,600,000 117,180,000 特別簡易型 施工実績

90 2009101412 建二第１３１号 豊栄木崎野球場外周フェンス改修工事 北区 北区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 株式会社　佐藤建設 H22.1.7 H22.1.18 13,500,000 14,175,000 特別簡易型 地域貢献度

91 2009101420 東土第１３１号 主要地方道新潟大外環状線横越バイパス舗装工事 契約課 江南区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 丸運建設　株式会社 H22.1.18 H22.1.25 168,700,000 177,135,000 特別簡易型 施工実績

92 2009101454 西土第６７号 一般国道４６０号（臼井橋）道路改良（排水路）工事 契約課 秋葉区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　テックアサヒ H22.1.26 H22.2.3 45,800,000 48,090,000 特別簡易型 施工実績

93 2009101442 南下第４号 白根第１処理分区枝線市街地北部４８９－１～４９３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　堤組 H22.1.18 H22.1.26 38,200,000 40,110,000 特別簡易型 施工実績

94 2009101443 南下第１３号 白根第１処理分区枝線市街地北部４９５～５１９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　堤組 H22.1.18 H22.1.26 31,100,000 32,655,000 特別簡易型 施工実績

95 2009101479 西下第５６号 巻第２処理分区枝線３７５～３９７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 水圧建設　株式会社 H22.1.19 H22.1.27 30,800,000 32,340,000 特別簡易型 地域貢献度

96 2009101487 東下第５６号 曽野木排水区幹線５８４～６０２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） クラウン建設　株式会社 H21.1.28 H22.2.5 62,700,000 65,835,000 特別簡易型 施工実績

97 2009101496 東下第５８号 大石排水区枝線２５４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 株式会社　小暮組 H22.1.26 H22.2.3 20,300,000 21,315,000 特別簡易型 施工実績

98 2009101499 東土第１３７号 主要地方道新潟亀田内野線電線共同溝工事 契約課 中央区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　水倉組 H22.2.3 H22.2.15 135,600,000 142,380,000 特別簡易型 施工実績

99 2009101534 南下第１号 白根第１処理分区西１号幹線９３７・９４４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） 秋葉建設興業　株式会社 H22.2.4 H22.2.15 74,200,000 77,910,000 簡易型 Ａ除雪

100 2009101607 南下第８号 白根第１処理分区西１号幹線９３７・９４４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） 五十嵐建設　株式会社 H22.2.17 H22.2.25 48,000,000 50,400,000 簡易型 Ｃ除雪

101 2009101608 南下第９号 白根第１処理分区枝線市街地北部１００３～１００７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　ノガミ H22.2.17 H22.2.25 48,900,000 51,345,000 簡易型 Ｃ除雪

102 2009101586 南下第１２号 白根第１処理分区枝線市街地北部９３０～９７８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　堤組 H22.2.8 H22.2.17 33,400,000 35,070,000 特別簡易型 施工実績

103 2009101604 東下第５９号 大石排水区枝線２０８下水道工事 契約課 東区 東部地域下水道事務所 土木一式 一般土木 富岡建設　株式会社 H22.2.16 H22.2.23 40,200,000 42,210,000 特別簡易型 施工実績

104 2009101597 東下第５２号 山の下排水区圧送管５００５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 （株）大建建設 H22.2.15 H22.2.23 35,300,000 37,065,000 特別簡易型 地域貢献度

105 2009101659 秋下第３４号 新津荻川第３排水区幹線１２９～１３１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 北本建設　株式会社 H22.2.23 H22.3.2 33,300,000 34,965,000 特別簡易型 地域貢献度

106 2009101694 北下第３０１号 葛塚樋ノ内バイパス管設置その６下水道工事 契約課 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木 （株）皆川組 H22.3.3 H22.3.11 115,800,000 121,590,000 簡易型 Ａ除雪

107 2009101693 東下第６０号 大石排水区枝線２０９～２１７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 富岡建設　株式会社 H22.2.23 H22.3.2 26,500,000 27,825,000 特別簡易型 地域貢献度

108 2009101699 北下第１０９号 新崎幹線６８５号下水道工事 北区 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木 株式会社　山下技建 H22.2.24 H22.3.3 27,500,000 28,875,000 特別簡易型 地域貢献度

109 2009101684 西下第８３号 黒埼第３処理分区枝線３０１～３４８－１下水道工事 契約課 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木 椎谷工務店（株） H22.3.2 H22.3.9 51,400,000 53,970,000 特別簡易型 施工実績

110 2009101736 西下第６３号 新潟西第４処理分区枝線４－５－１～３２３下水道工事 契約課 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木 本間道路　株式会社 H22.3.4 H22.3.12 54,200,000 56,910,000 特別簡易型 施工実績

111 2009101741 西下第１０８号 五十嵐排水区第２分区枝線２４６他下水道工事 契約課 西区 西部地域下水道事務所 土木一式 一般土木 内野農産（株） H22.3.4 H22.3.12 50,800,000 53,340,000 特別簡易型 施工実績

112 2009101755 東下第５７号 鳥屋野排水区幹線４８－２～４８－３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 一般土木 株式会社　西方組 H22.3.9 H22.3.17 60,600,000 63,630,000 特別簡易型 施工実績

113 2009101815 秋建第１５号 鎌倉横川１号線道路改良工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区建設課 土木一式 一般土木 板井建設　株式会社 H22.3.15 H22.3.23 41,300,000 43,365,000 特別簡易型 地域貢献度

114 2009101814 秋建第２５号 北浦線道路改良（その５）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 H22.3.15 H22.3.23 25,400,000 26,670,000 特別簡易型 地域貢献度

115 2009101821 建一第１５０号 新津本町二番館解体工事 契約課 秋葉区 公共建築第１課 とび・土工・コンクリート 解体 藤和建設　株式会社 H22.3.23 H22.3.30 58,800,000 61,740,000 特別簡易型 施工実績


