
総合評価方式入札結果一覧

2011年度（平成23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 2011100001 西土第1号 一般国道460号（仮称臼井橋）橋梁下部工事 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　本間組 H23.5.11 H23.6.28 448,100,000 470,505,000 簡易型 Ａ

2 2011100002 南建第101号 高井橋下部工事 契約課 南区 南区建設課 土木一式 一般土木 株式会社　本間組 H23.5.11 H23.6.28 484,300,000 508,515,000 簡易型 Ａ

3 2011100003 建二第1号 笹口小学校改築工事 契約課 中央区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 【入札中止】 簡易型 Ａ

4 2011100004 建二第2号 （仮称）白根野球場スタンド建設工事 契約課 南区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 丸運･ノガミ　特定共同企業体 H23.5.16 H23.6.28 316,900,000 332,745,000 簡易型 Ａ

5 2011100005 建一第3号 （仮称）新津文化会館建設工事 契約課 秋葉区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 【入札不調】 H23.5.16 簡易型 Ａ

6 2011100006 建一第6号 （仮称）新津文化会館建設電気設備工事 契約課 秋葉区 公共建築第１課 電気 電気 坂電･八重・斎藤　特定共同企業体 H23.5.16 H23.6.28 365,000,000 383,250,000 簡易型 Ａ

7 2011100007 建一第4号 白根北児童館建設工事 契約課 南区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 株式会社　本間組 H23.5.18 H23.6.1 110,200,000 115,710,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

8 2011100008 建一第5号 味方老人福祉センター建設工事 契約課 南区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 丸運建設　株式会社 H23.5.18 H23.6.1 162,400,000 170,520,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

9 2011100021 下管第1号 中部下水処理場消化ガス発電設備工事 契約課 中央区 下水道管理センター 電気 電気 株式会社　東芝 H23.5.30 H23.6.29 770,000,000 808,500,000 簡易型 Ａ

10 2011100022 下管第2号 中部下水処理場№1，2汚泥脱水機設備工事 契約課 中央区 下水道管理センター 機械器具設置 汚泥処理（前処理・脱水） 月島機械　株式会社 H23.5.30 H23.6.29 1,100,000,000 1,155,000,000 簡易型 Ａ

11 2011100024 下管第3号 中部下水処理場№1，2汚泥脱水機電気設備工事 契約課 中央区 下水道管理センター 電気 電気 株式会社　東芝 H23.5.30 H23.6.29 362,000,000 380,100,000 簡易型 Ａ

12 2011100027 東下第7号 新潟第5処理分区枝線3002～3032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 H23.5.30 H23.6.7 8,600,000 9,030,000 特別簡易型 地域貢献 

13 2011100064 東下第3号 曽野木排水区枝線543～559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 株式会社　テックアサヒ H23.5.30 H23.6.8 40,400,000 42,420,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

14 2011100065 南下第301号 月潟第3処理分区枝線161・162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 H23.5.25 H23.6.2 12,200,000 12,810,000 特別簡易型 地域貢献 

15 2011100066 南下第302号 月潟第3処理分区枝線164～168下水道工事 南区 南区 南区下水道課 土木一式 一般土木 渡辺建設　株式会社 H23.5.25 H23.6.2 18,400,000 19,320,000 特別簡易型 地域貢献 

16 2011100067 秋下第6号 新津梅ノ木処理分区（子成場地区）枝線40～49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　飯野建設 H23.5.30 H23.6.8 16,900,000 17,745,000 特別簡易型 地域貢献 

17 2011100072 東下第4号 曽野木排水区枝線562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 株式会社　ナックス H23.5.30 H23.6.8 14,300,000 15,015,000 特別簡易型 地域貢献 

18 2011100074 南下第2号 白根第1処理分区西1号幹線702～748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　堤組 H23.6.1 H23.6.9 77,500,000 81,375,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

19 2011100075 東下第6号 曽野木排水区枝線585～599－2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 株式会社　ナックス H23.5.30 H23.6.8 19,200,000 20,160,000 特別簡易型 地域貢献 

20 2011100076 東下第2号 亀田第１処理分区枝線501～506－2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） 株式会社　原組 H23.6.1 H23.6.9 63,900,000 67,095,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

21 2011100077 秋下第1号 新津梅ノ木処理分区（子成場地区）枝線94－2～幹線1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） 秋葉建設興業　株式会社 H23.6.1 H23.6.14 73,900,000 77,595,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

22 2011100078 秋下第2号 新津梅ノ木処理分区（子成場地区）幹線2～3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　小川組 H23.6.1 H23.6.9 56,100,000 58,905,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

23 2011100079 東下第8号 亀田第1処理分区幹線8－1～枝線44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 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　本間建設 H23.5.30 H23.6.8 38,200,000 40,110,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

24 2011100080 東下第9号 亀田第1処理分区枝線509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 株式会社　日建緑地 H23.5.30 H23.6.8 8,300,000 8,715,000 特別簡易型 地域貢献 

25 2011100081 東下第5号 曽野木排水区枝線565～581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 クラウン建設　株式会社 H23.6.1 H23.6.9 47,100,000 49,455,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

26 2011100082 南下第3号 白根第1処理分区西7号幹線860～908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　堤組 H23.6.1 H23.6.9 47,800,000 50,190,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

27 2011100083 南下第201号 味方第4処理分区4－1汚水幹線19～24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　堤組 H23.6.1 H23.6.9 45,700,000 47,985,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

28 2011100102 建一第12号 西堀地下通路緊急整備事業エスカレーター設置工事 契約課 中央区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 【入札中止】 簡易型 Ａ

29 2011100120 西下第1号 岩室第6処理分区枝線3～15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 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　ノガミ H23.6.22 H23.7.1 58,100,000 61,005,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

30 2011100136 東下第10号 姥ヶ山排水区枝線701～709－1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 タカラ工業　株式会社 H23.6.20 H23.6.30 21,700,000 22,785,000 特別簡易型 地域貢献 

31 2011100139 東土第3号 鳥屋野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 株式会社　加賀田組　新潟支店 H23.6.22 H23.7.4 45,800,000 48,090,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

32 2011100159 西下第3号 潟東第4処理分区枝線237～261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 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　新潟藤田組 H23.6.22 H23.7.1 63,900,000 67,095,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

33 2011100162 秋下第12号 新津中部処理分区（小口地区）枝線55～58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 H23.6.20 H23.6.29 9,600,000 10,800,000 特別簡易型 地域貢献 

34 2011100172 建二第11号 新津第一小学校耐震補強その他改修工事 契約課 秋葉区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 株式会社　新潟藤田組 H23.6.27 H23.7.6 193,600,000 203,280,000 簡易型 Ａ

35 2011100173 建二第16号 太田小学校校舎耐震補強工事 契約課 北区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 株式会社　田中組 H23.6.22 H23.7.11 105,700,000 110,985,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

36 2011100174 東下第11号 姥ヶ山第13排水区枝線340－1～342－4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　石津組 H23.6.21 H23.7.6 19,300,000 20,265,000 特別簡易型 地域貢献 

37 2011100175 建二第13号 山田小学校大規模改造・耐震補強工事 契約課 西区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 株式会社　新潟藤田組 H23.6.27 H23.7.6 196,300,000 206,115,000 簡易型 Ａ

38 2011100176 建二第18号 亀田東小学校大規模改造・耐震補強工事 契約課 江南区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 株式会社　加賀田組　新潟支店 H23.6.27 H23.7.8 251,300,000 263,865,000 簡易型 Ａ

39 2011100177 西下第16号 岩室第6処理分区枝線11～13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 水庄建設　株式会社 H23.6.21 H23.7.1 23,800,000 24,990,000 特別簡易型 地域貢献 

40 2011100183 秋下第9号 新津古田第2処理分区（大鹿地区）枝線109－1～111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　阿賀舗道 H23.6.21 H23.6.30 20,700,000 21,735,000 特別簡易型 地域貢献 

41 2011100184 秋下第10号 新津古田第2処理分区（大鹿地区）枝線112～131－4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 有限会社　池田建設 H23.6.21 H23.7.1 24,500,000 25,725,000 特別簡易型 地域貢献 

42 2011100185 秋下第17号 新津新金沢第3処理分区（七日町地区）枝線82～84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　阿賀舗道 H23.6.21 H23.7.8 25,500,000 26,775,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

43 2011100187 秋下第24号 新津東金沢処理分区枝線15～25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 H23.6.21 H23.7.1 29,100,000 30,555,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

44 2011100188 秋下第25号 新津新金沢第3処理分区（七日町地区）枝線73～101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 H23.6.21 H23.7.5 28,300,000 29,715,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

45 2011100189 秋下第26号 新津新金沢第3処理分区（七日町地区）枝線40～57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） 株式会社　小角組 H23.6.21 H23.6.29 28,300,000 29,715,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

46 2011100190 南下第303号 月潟第3処理分区3号汚水幹線151－1～160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 H23.6.27 H23.7.13 57,400,000 60,270,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

47 2011100191 秋下第27号 新津新金沢第3処理分区（七日町地区）枝線59～91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 H23.6.21 H23.7.1 32,300,000 33,915,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

48 2011100192 建二第15号 新津第一小学校耐震補強その他改修電気設備工事 秋葉区 秋葉区 公共建築第２課 電気 電気 株式会社　坂電工業 H23.6.21 H23.6.28 34,200,000 35,910,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

49 2011100193 建二第17号 味方小学校耐震補強工事 契約課 南区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 株式会社　廣瀨 H23.6.27 H23.7.12 55,000,000 57,750,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

50 2011100195 建二第21号 小針小学校大規模改造工事 契約課 西区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 安達建設興業　株式会社 H23.6.27 H23.7.7 67,300,000 70,665,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

51 2011100197 建二第22号 黒埼中学校管理・普通・特別教室棟大規模改造・耐震補強工事 契約課 西区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 株式会社　田中組 H23.6.29 H23.7.11 203,800,000 213,990,000 簡易型 Ａ

52 2011100202 建二第23号 豊栄南小学校校舎耐震補強工事 契約課 北区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 丸運建設　株式会社 H23.6.27 H23.7.12 114,700,000 120,435,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

53 2011100203 建二第26号 葛塚東小学校大規模改造・耐震補強工事 契約課 北区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 株式会社　皆川組 H23.6.27 H23.7.8 162,100,000 170,205,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

54 2011100207 北下第107号 太夫浜処理分区枝線72～87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 H23.6.27 H23.7.11 24,700,000 25,935,000 特別簡易型 施工実績　Ⅲ

55 2011100210 建二第10号 葛塚東小学校大規模改造・耐震補強機械設備工事 北区 北区 公共建築第２課 管 管 興洋管建　株式会社 H23.6.27 H23.7.6 14,900,000 15,645,000 特別簡易型 地域貢献 

56 2011100213 北下第203号 葛塚処理分区枝線1063～1064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） 株式会社　本間建設 H23.6.27 H23.7.14 28,700,000 30,135,000 特別簡易型 施工実績　Ⅲ

57 2011100216 建二第24号 坂井輪中学校校舎耐震補強工事 契約課 西区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 株式会社　田中組 H23.6.29 H23.7.11 100,300,000 105,315,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

58 2011100231 建二第34号 高志中等教育学校大規模改造・耐震補強工事 契約課 中央区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 株式会社　本間組 H23.7.11 H23.7.20 255,500,000 268,275,000 簡易型 Ａ

59 2011100235 西下第21号 新潟西第4処理分区枝線1018～1030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 株式会社　池井組 H23.7.4 H23.7.14 21,400,000 22,470,000 特別簡易型 地域貢献 

60 2011100245 建二第33号 白新中学校校舎耐震補強機械設備工事 中央区 中央区 公共建築第２課 管 管 興洋管建　株式会社 H23.7.4 H23.7.13 16,200,000 170,100,000 特別簡易型 地域貢献 

61 2011100250 建二第43号 亀田東小学校大規模改造・耐震補強電気設備工事 江南区 江南区 公共建築第２課 電気 電気 株式会社　八重電業社 H23.7.5 H23.7.13 40,100,000 42,105,000 特別簡易型 施工実績　Ⅲ

62 2011100251 南産第3号 集排１号排水路（第9次）工事 南区 南区 南区産業振興課 土木一式 一般土木 渡辺建設　株式会社 H23.7.5 H23.7.15 11,600,000 12,180,000 特別簡易型 地域貢献 

63 2011100252 南産第4号 集排１号排水路（第10次）工事 南区 南区 南区産業振興課 土木一式 一般土木 渡辺建設　株式会社 H23.7.5 H23.7.15 12,300,000 12,915,000 特別簡易型 地域貢献 

64 2011100254 建二第44号 市之瀬小学校校舎解体工事 契約課 秋葉区 公共建築第２課 とび・土工・コンクリート 解体 秋葉建設興業　株式会社 H23.7.11 H23.7.22 58,700,000 61,635,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

65 2011100262 東土第14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 ほ装 ほ装 福田道路　株式会社　新潟支店 H23.7.11 H23.7.27 40,200,000 42,210,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

66 2011100270 建二第35号 黒埼中学校管理・普通・特別教室棟大規模改造・耐震補強衛生冷暖房設備工事 西区 西区 公共建築第２課 管 管 株式会社　千代田設備 H23.7.11 H23.8.8 28,600,000 30,030,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ
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67 2011100275 建二第47号 山田小学校大規模改造・耐震補強電気設備工事 西区 西区 公共建築第２課 電気 電気 株式会社　トーホー H23.7.11 H23.7.20 25,100,000 26,355,000 特別簡易型 地域貢献 

68 2011100276 建二第52号 山田小学校大規模改造・耐震補強冷暖房換気設備工事 西区 西区 公共建築第２課 管 管 研冷工業　株式会社 H23.7.11 H23.7.25 21,500,000 22,575,000 特別簡易型 地域貢献 

69 2011100285 建二第50号 白新中学校校舎耐震補強電気設備工事 中央区 中央区 公共建築第２課 電気 電気 星野電気　株式会社 H23.7.12 H23.7.20 16,900,000 17,745,000 特別簡易型 地域貢献 

70 2011100297 秋建第2号 新津1－91号線ほか道路改良工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区建設課 ほ装 ほ装 アルファ建設　株式会社 H23.7.12 H23.7.21 24,100,000 25,305,000 特別簡易型 地域貢献 

71 2011100298 秋下第31号 新津梅ノ木処理分区（子成場地区）枝線90～95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 H23.7.12 H23.7.25 14,000,000 14,700,000 特別簡易型 地域貢献 

72 2011100299 建二第56号 新津第一小学校耐震補強その他改修衛生設備工事 秋葉区 秋葉区 公共建築第２課 管 管 株式会社　大二工業 H23.7.12 H23.7.22 26,700,000 28,035,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

73 2011100301 南下第202号 味方第4処理分区4－1汚水幹線13～18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 H23.7.19 H23.7.27 45,300,000 47,565,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

74 2011100307 建二第55号 亀田東小学校大規模改造・耐震補強冷暖房換気設備工事 江南区 江南区 公共建築第２課 管 管 興洋管建　株式会社 H23.7.12 H23.8.3 35,900,000 37,695,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

75 2011100308 東下第16号 横越排水区枝線A26～A27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 株式会社　小川組 H23.7.19 H23.7.27 69,900,000 73,395,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

76 2011100320 北下第209号 葛塚処理分区枝線1403～1405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） 株式会社　山下技建 H23.7.19 H23.7.29 30,800,000 32,340,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

77 2011100326 西下第24号 新潟西第6処理分区枝線57～65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 株式会社　田村建設 H23.7.19 H23.7.27 14,200,000 14,910,000 特別簡易型 地域貢献 

78 2011100327 建二第70号 山田小学校大規模改造・耐震補強衛生設備工事 西区 西区 公共建築第２課 管 管 株式会社　千代田設備 H23.7.19 H23.7.29 21,700,000 22,785,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

79 2011100332 東下第21号 亀田大月排水区枝線3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 株式会社　田中組 H23.7.19 H23.8.4 24,900,000 26,145,000 特別簡易型 地域貢献 

80 2011100340 秋下第11号 新津中部処理分区（小口地区）枝線46～51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　飯野建設 H23.7.20 H23.7.28 21,900,000 22,995,000 特別簡易型 地域貢献 

81 2011100341 秋下第19号 新津新金沢第3処理分区（七日町地区）枝線144～153－2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 株式会社　西済組 H23.7.20 H23.7.29 22,000,000 23,100,000 特別簡易型 地域貢献 

82 2011100342 秋下第20号 新津梅ノ木処理分区（子成場地区）枝線109～112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 H23.7.25 H23.8.2 16,500,000 17,325,000 特別簡易型 地域貢献 

83 2011100343 秋下第32号 新津中部処理分区（小口地区）枝線28～45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 H23.7.20 H23.7.29 22,500,000 23,625,000 特別簡易型 地域貢献 

84 2011100344 秋下第34号 新津梅ノ木処理分区（子成場地区）枝線104～107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 H23.7.20 H23.7.28 24,500,000 25,725,000 特別簡易型 地域貢献 

85 2011100345 建二第57号 新津第一小学校耐震補強その他改修冷暖房換気設備工事 秋葉区 秋葉区 公共建築第２課 管 管 株式会社　越配 H23.7.20 H23.7.29 9,900,000 10,395,000 特別簡易型 地域貢献 

86 2011100349 建二第28号 岩室地区公民館屋上防水改修工事 西蒲区 西蒲区 公共建築第２課 防水 防水 阿部工業　株式会社 H23.7.20 H23.8.1 15,300,000 16,065,000 特別簡易型 地域貢献 

87 2011100351 東土第26号 信濃川右岸線立体交差ボックスカルバート築造工事 中央区 中央区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　丸隆建設 H23.7.20 H23.8.2 21,300,000 22,365,000 特別簡易型 地域貢献 

88 2011100354 南下第6号 白根第１処理分区第2分区枝線414～441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 H23.7.25 H23.8.1 54,000,000 56,700,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

89 2011100374 西土第16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 株式会社　田村建設 H23.7.26 H23.8.5 28,800,000 30,240,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

90 2011100376 北下第117号 新崎処理分区枝線302～1015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） 株式会社　本間建設 H23.7.26 H23.8.8 33,000,000 34,650,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

91 2011100382 西土第10号 一般県道白根黒埼線道路改良工事 南区 南区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 安達建設興業　株式会社 H23.7.25 H23.8.4 29,600,000 31,080,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

92 2011100383 建二第73号 白根小学校グランド改修工事 南区 南区 公共建築第２課 土木一式 一般土木 株式会社　高建組 H23.7.25 H23.8.5 29,100,000 30,555,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

93 2011100384 建一第27号 味方老人福祉センター建設電気設備工事 南区 南区 公共建築第１課 電気 電気 株式会社　八重電業社 H23.7.25 H23.8.4 16,200,000 17,010,000 特別簡易型 地域貢献 

94 2011100385 建一第36号 味方老人福祉センター建設衛生設備工事 南区 南区 公共建築第１課 管 管 大洋工業　株式会社 H23.7.25 H23.8.4 35,400,000 37,170,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

95 2011100386 建一第37号 味方老人福祉センター建設空気調和設備工事 南区 南区 公共建築第１課 管 管 株式会社　越配 H23.7.25 H23.8.4 26,700,000 28,035,000 特別簡易型 地域貢献 

96 2011100390 西下第27号 西川第6処理分区枝線6～20－3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 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　梨本組 H23.7.28 H23.8.5 74,800,000 78,540,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

97 2011100391 東土第13号 一般国道113号（万代CCB）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　加賀田組　新潟支店 H23.7.28 H23.8.11 104,000,000 109,200,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

98 2011100392 東土第1号 一般国道403号小須戸田上バイパス道路改良工事 契約課 秋葉区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　加賀田組　新潟支店 H23.7.28 H23.8.8 205,000,000 215,250,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

99 2011100393 建二第68号 臼井中学校特別教室棟建設工事 契約課 南区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 株式会社　本間組 H23.7.28 H23.8.9 173,900,000 182,595,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

100 2011100394 西下第28号 新潟西第10処理分区枝線355－1～359下水道工事 契約課 西区 西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　小角組 H23.7.28 H23.8.8 59,800,000 62,790,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

101 2011100395 西下第30号 巻第1処理分区枝線22B～23H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 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　新潟藤田組 H23.7.28 H23.8.8 53,800,000 56,490,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

102 2011100396 東土第2号 東港線道路改良工事 契約課 中央区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　加賀田組　新潟支店 H23.7.28 H23.8.9 119,700,000 125,685,000 簡易型 B

103 2011100397 東土第11号 古町通柳島町道路改良工事 契約課 中央区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　本間組 H23.7.28 H23.8.9 127,400,000 133,770,000 簡易型 B

104 2011100403 東土第29号 3・4・533河渡線（上木戸工区）道路改良工事 契約課 東区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 福田道路　株式会社　新潟支店 H23.7.28 H23.8.9 67,000,000 70,350,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

105 2011100409 建一第10号 （仮称）動物ふれあいファーム建設工事 契約課 中央区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 本間・早勝特定共同企業体 H23.8.4 H23.9.29 330,800,000 347,340,000 簡易型 Ａ

106 2011100410 建一第29号 （仮称）南区保健福祉センター建設工事 契約課 南区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 本間・水倉特定共同企業体 H23.8.4 H23.9.29 673,800,000 707,490,000 簡易型 Ａ

107 2011100439 建二第85号 下山小学校校舎改築工事 契約課 東区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 本間・丸運・加賀田特定共同企業体 H23.8.4 H23.9.29 1,076,000,000 1,129,800,000 簡易型 Ａ

108 2011100440 建二第81号 沼垂小学校校舎1期改築工事 契約課 中央区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 福田・伸晃特定共同企業体 H23.8.4 H23.9.29 624,500,000 655,725,000 簡易型 Ａ

109 2011100443 建二第76号 （仮称）西川総合体育館建設工事 契約課 西蒲区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 本間・水倉特定共同企業体 H23.8.4 H23.9.29 635,800,000 667,590,000 簡易型 Ａ

110 2011100447 建一第15号 新津第一中学校校舎改築工事 契約課 秋葉区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 丸運建設　株式会社 H23.8.4 H23.9.29 509,800,000 535,290,000 簡易型 Ａ

111 2011100449 南下第206号 味方第4処理分区枝線102～108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 H23.8.3 H23.8.11 29,100,000 30,555,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

112 2011100452 建二第46号 早通中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 株式会社　山下技建 H23.8.2 H23.8.19 18,200,000 19,110,000 特別簡易型 地域貢献 

113 2011100455 建二第86号 笹口小学校改築工事 契約課 中央区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 本間・水倉・近藤特定共同企業体 H23.8.4 H23.9.29 1,219,800,000 1,280,790,000 簡易型 Ａ

114 2011100459 北下第205号 葛塚処理分区枝線1076～1078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） 株式会社　佐藤建設 H23.8.4 H23.8.18 36,100,000 37,905,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

115 2011100460 北下第202号 葛塚処理分区枝線1515～1518－1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 H23.8.4 H23.8.18 16,800,000 17,640,000 特別簡易型 地域貢献 

116 2011100461 北産第1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 有限会社　鎌倉建材 H23.8.4 H23.8.19 16,400,000 17,220,000 特別簡易型 地域貢献 

117 2011100462 建二第83号 潟東中学校屋内体育館・武道場改築工事 契約課 西蒲区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 本間・近藤共同企業体 H23.8.4 H23.9.29 334,100,000 350,805,000 簡易型 Ａ

118 2011100468 北建第204号 豊栄1－364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　山下技建 H23.8.4 H23.8.19 33,600,000 35,280,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

119 2011100471 北下第206号 葛塚処理分区枝線880～881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） 三和建設　株式会社 H23.8.4 H23.8.17 35,700,000 37,485,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

120 2011100477 東下第17号 亀田第1処理分区枝線35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 小木建設　株式会社 H23.8.3 H23.8.18 10,700,000 11,235,000 特別簡易型 地域貢献 

121 2011100478 東下第18号 亀田第1処理分区枝線50－2～51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 小木建設　株式会社 H23.8.3 H23.8.18 23,700,000 24,885,000 特別簡易型 地域貢献 

122 2011100494 秋下第8号 新津中部処理分区（小口地区）幹線3～6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 H23.8.9 H23.8.18 21,900,000 22,995,000 特別簡易型 地域貢献 

123 2011100495 建二第90号 （仮称）白根野球場スタンド建設衛生その他設備工事 契約課 南区 公共建築第２課 管 管 東工業　株式会社 H23.8.17 H23.8.24 43,800,000 45,990,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

124 2011100500 北建第207号 豊栄2－359号線外1線舗装工事 北区 北区 北区建設課 ほ装 ほ装 株式会社　吉田建設 H23.8.17 H23.8.24 36,600,000 38,430,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

125 2011100501 下管第8号 中部下水処理場汚泥貯留槽建設工事 契約課 中央区 下水道管理センター 土木一式 一般土木 丸運建設　株式会社 H23.8.18 H23.9.1 212,800,000 223,440,000 簡易型 Ａ

126 2011100504 西土第11号 一般国道460号（今井地内）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　宮川組 H23.8.22 H23.9.1 51,100,000 53,655,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

127 2011100518 西下第38号 西川第4処理分区枝線212～246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 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　宮川組 H23.8.22 H23.9.1 55,100,000 57,855,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

128 2011100528 秋下第5号 新津南部排水区幹線N333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 H23.8.23 H23.9.1 69,300,000 72,765,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

129 2011100547 秋下第14号 新津中部処理分区（小口地区）枝線58－1～87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 H23.8.18 H23.8.26 14,000,000 14,700,000 特別簡易型 地域貢献 

130 2011100548 建一第17号 中部下水処理場消化ガス発電機棟建築工事 契約課 中央区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 株式会社　近藤組 H23.8.23 H23.9.2 154,500,000 162,225,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

131 2011100554 西土第25号 主要地方道新潟大外環状線舗装道補修工事 西蒲区 西蒲区 西部地域土木事務所 ほ装 ほ装 株式会社　水倉組 H23.8.23 H23.8.31 8,900,000 9,345,000 特別簡易型 地域貢献 

132 2011100555 蒲建第113号 河井赤錆線舗装打換工事 西蒲区 西蒲区 西蒲区建設課 ほ装 ほ装 株式会社　吉田建設 H23.8.23 H23.8.30 19,300,000 20,265,000 特別簡易型 地域貢献 

133 2011100563 西下第33号 新潟西第11処理分区枝線112～148下水道工事 契約課 西区 西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　笠井組 H23.8.29 H23.9.5 62,300,000 65,415,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

134 2011100570 南下第9号 白根第1処理分区第1分区枝線873～892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 H23.8.25 H23.9.5 28,100,000 29,505,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ
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135 2011100573 西下第39号 黒埼第7処理分区枝線79～91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 株式会社　西方組 H23.8.23 H23.9.1 26,500,000 27,825,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

136 2011100575 東土第46号 3・4・513太平大淵線舗装（その2）工事 東区 東区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 株式会社　大栄建設 H23.8.25 H23.9.5 11,800,000 12,390,000 特別簡易型 地域貢献 

137 2011100576 東土第45号 3・4・513太平大淵線舗装工事 東区 東区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 株式会社　大栄建設 H23.8.25 H23.9.5 14,400,000 15,120,000 特別簡易型 地域貢献 

138 2011100578 建二第95号 東石山中学校グラウンド散水設備設置工事 東区 東区 公共建築第２課 管 管 有限会社　田中工業 H23.8.25 H23.9.12 10,100,000 10,605,000 特別簡易型 地域貢献 

139 2011100583 西土第6号 主要地方道新潟黒埼インター線舗装修繕工事 西区 西区 西部地域土木事務所 ほ装 ほ装 福田道路　株式会社　新潟支店 H23.8.25 H23.9.2 10,600,000 11,130,000 特別簡易型 地域貢献 

140 2011100584 北建第220号 競馬場・島見町線交差点外改良工事 北区 北区 北区建設課 ほ装 ほ装 三和建設　株式会社 H23.8.25 H23.9.7 19,700,000 20,685,000 特別簡易型 地域貢献 

141 2011100587 東土第25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 株式会社　テックアサヒ H23.8.30 H23.9.7 43,400,000 45,570,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

142 2011100588 東土第37号 南2－4号線他道路改良工事 契約課 中央区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 株式会社　加賀田組　新潟支店 H23.8.30 H23.9.8 43,100,000 45,255,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

143 2011100589 東土第57号 太平大淵線舗装工事 契約課 東区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 株式会社　大栄建設 H23.8.30 H23.9.7 46,400,000 48,720,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

144 2011100590 西下第2号 巻第1処理分区枝線20A～21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 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　新潟藤田組 H23.8.30 H23.9.7 83,500,000 87,675,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

145 2011100593 北建第208号 葛塚中央線道路改良工事 契約課 北区 北区建設課 土木一式 一般土木 株式会社　大栄建設 H23.8.30 H23.9.7 52,800,000 55,440,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

146 2011100595 蒲産第7号 （仮称）中之口農業体験公園整備工事 契約課 西蒲区 西蒲区産業観光課 造園 造園 長生園・日建緑地特定共同企業体 H23.8.30 H23.9.8 145,500,000 152,775,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

147 2011100596 西土第14号 新幹線側道舗装工事 契約課 西蒲区 西部地域土木事務所 ほ装 ほ装 株式会社　水倉組 H23.8.30 H23.9.8 110,300,000 115,815,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

148 2011100597 西土第35号 一般国道460号（柿島地内）歩道新設工事 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　西方組 H23.8.30 H23.9.7 60,500,000 63,525,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

149 2011100598 西土第42号 主要地方道長岡栃尾巻線道路改良工事 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 H23.8.30 H23.9.8 122,300,000 128,415,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

150 2011100599 西土第56号 3・2・586小新亀貝線道路改良工事 契約課 西区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 丸運建設　株式会社 H23.8.30 H23.9.8 162,500,000 170,625,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

151 2011100601 建二第92号 （仮称）白根野球場スタンド建設電気設備工事 契約課 南区 公共建築第２課 電気 電気 応用・近藤　特定共同企業体 H23.8.30 H23.9.12 90,500,000 95,025,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

152 2011100602 西土第7号 旗屋工業団地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　梨本組 H23.8.25 H23.9.1 34,200,000 35,910,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

153 2011100603 西土第8号 西川1－759号線函渠布設工事 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 H23.8.25 H23.9.1 25,500,000 26,775,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

154 2011100604 西土第65号 巻1－143号線橋新設（上部）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 遠藤建設　株式会社 H23.8.25 H23.9.1 32,400,000 34,020,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

155 2011100605 西下第40号 西川第1処理分区枝線11～35－2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 水庄建設　株式会社 H23.8.25 H23.9.2 39,165,000 41,123,250 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

156 2011100606 西土第27号 一般県道弥彦岩室線法面対策（A016）工事 西蒲区 西蒲区 西部地域土木事務所 とび・土工・コンクリート 法面工事 株式会社　興和 H23.8.25 H23.9.5 24,700,000 25,935,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

157 2011100617 建一第13号 旧齋藤家別邸整備工事 契約課 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 H23.8.30 H23.9.8 90,400,000 94,920,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

158 2011100631 東下第20号 石山中学校雨水貯留施設設置工事 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 H23.9.6 H23.9.14 32,200,000 33,810,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

159 2011100632 東下第28号 姥ヶ山排水区枝線730－1～815－3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 永光建設　株式会社 H23.9.6 H23.9.15 26,900,000 28,245,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

160 2011100647 西下第43号 五十嵐排水区第2分区枝線631－1～719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 株式会社　伊藤組 H23.9.6 H23.9.20 16,200,000 17,010,000 特別簡易型 地域貢献 

161 2011100682 建一第19号 新鯵潟住宅2期C・D・E棟改築工事 契約課 南区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 株式会社　本間組 H23.9.26 H23.10.7 170,800,000 179,340,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

162 2011100684 建一第20号 新鯵潟住宅建替2期F棟改築工事 契約課 南区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 北本建設株式会社 H23.9.26 H23.10.6 75,000,000 78,750,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

163 2011100692 北建第222号 島見町線道路改良工事 北区 北区 北区建設課 土木一式 一般土木 株式会社　山下技建 H23.9.20 H23.9.28 36,900,000 38,745,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

164 2011100693 北建第223号 笹山内線13号道路改良工事 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 H23.9.20 H23.9.28 30,500,000 32,025,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

165 2011100695 東土第58号 河渡地内歩道整備工事 東区 東区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 【入札中止】 特別簡易型 地域貢献 

166 2011100697 建二第100号 笹口小学校改築衛生設備工事 契約課 中央区 公共建築第２課 管 管 工業株式会社 H23.9.26 H23.10.11 102,000,000 107,100,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

167 2011100698 西土第32号 主要地方道新潟寺泊線（仮称）矢川橋上部工工事 契約課 西蒲区 西部地域土木事務所 鋼構造物 橋梁（鋼構造物） 川田建設　株式会社　新潟営業所 H23.9.26 H23.10.5 85,000,000 89,250,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

168 2011100699 北建第211号 北8－70号線道路改良工事 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 H23.9.26 H23.10.6 52,900,000 55,545,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

169 2011100703 南下第10号 白根第1処理分区第1分区枝線426～463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 H23.9.26 H23.10.6 71,700,000 75,285,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

170 2011100706 東土第51号 阿賀野川フラワーライン（しんすいゾーン）整備工事 契約課 江南区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 株式会社　加賀田組　新潟支店 H23.9.26 H23.10.6 66,100,000 69,405,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

171 2011100707 西下第45号 新潟西第13処理分区枝線193～251－4下水道工事 契約課 西区 西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） 五十嵐建設　株式会社 H23.9.26 H23.10.4 51,100,000 53,655,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

172 2011100708 東土第52号 阿賀野川フラワーライン（しんすいゾーン）整備（その2）工事 契約課 江南区 東部地域土木事務所 造園 造園 株式会社　日建緑地 H23.9.26 H23.10.4 66,700,000 70,035,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

173 2011100709 蒲建第143号 大曽根横戸線舗装工事 西蒲区 西蒲区 西蒲区建設課 ほ装 ほ装 株式会社　水倉組 H23.9.21 H23.10.3 12,700,000 13,335,000 特別簡易型 地域貢献 

174 2011100711 蒲建第227号 巻2－11号線排水路整備工事 西蒲区 西蒲区 西蒲区建設課 土木一式 一般土木 水庄建設　株式会社 H23.9.21 H23.10.3 9,200,000 9,660,000 特別簡易型 地域貢献 

175 2011100712 西土第19号 一般国道402号七浦・下山トンネル補修工事 西蒲区 西蒲区 西部地域土木事務所 とび・土工・コンクリート とび・土工工事 日特建設　株式会社　北陸支店 H23.9.21 H23.10.19 9,600,000 10,080,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

176 2011100713 建二第107号 漆山小学校屋上防水改修工事 西蒲区 西蒲区 公共建築第２課 防水 防水 株式会社　コウエー H23.9.21 H23.10.5 31,100,000 32,655,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

177 2011100717 西土第15号 中之口1－18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　竹内建材 H23.9.21 H23.10.4 15,100,000 15,855,000 特別簡易型 地域貢献 

178 2011100718 西土第67号 縦1号線橋梁拡幅工事 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 H23.9.21 H23.10.5 17,100,000 17,955,000 特別簡易型 地域貢献 

179 2011100719 西土第85号 西川2－311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 H23.9.21 H23.10.5 24,200,000 25,410,000 特別簡易型 地域貢献 

180 2011100721 東土第67号 長潟地内歩道整備工事 中央区 中央区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 株式会社　丸運建設 H23.9.21 H23.10.4 8,400,000 8,820,000 特別簡易型 地域貢献 

181 2011100726 西下第47号 坂井輪排水区上坂井分区枝線131－1～133－3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 五十嵐建設　株式会社 H23.9.21 H23.10.4 26,500,000 27,825,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

182 2011100728 西土第79号 旗屋工業団地北団地線道路改良（その2）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 遠藤建設　株式会社 H23.9.21 H23.10.3 16,600,000 17,430,000 特別簡易型 地域貢献 

183 2011100730 建二第102号 臼井中学校特別教室棟建設冷暖房換気設備工事 南区 南区 公共建築第２課 管 管 東工業　株式会社 H23.9.21 H23.10.3 16,000,000 16,800,000 特別簡易型 地域貢献 

184 2011100731 南下第7号 白根第1処理分区第1分区枝線924～926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　大栄 H23.9.21 H23.10.6 24,800,000 26,040,000 特別簡易型 地域貢献 

185 2011100732 西土第51号 巻1－186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 株式会社　福田組 H23.9.27 H23.10.7 101,700,000 106,785,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

186 2011100733 西土第61号 新幹線側道第2工区道路改良工事 契約課 南区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　加賀田組　新潟支店 H23.9.27 H23.10.6 98,500,000 103,425,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

187 2011100734 南下第12号 白根第1処理分区第1分区枝線437～462－1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 H23.9.21 H23.10.3 30,300,000 31,815,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

188 2011100735 西土第60号 新幹線側道第1工区道路改良工事 契約課 南区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　加賀田組　新潟支店 H23.9.27 H23.10.6 96,900,000 101,745,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

189 2011100736 西土第34号 一般県道黒埼新飯田線歩道新設工事 南区 南区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　堤組 H23.9.21 H23.10.3 29,900,000 31,395,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

190 2011100737 東下第25号 新潟第4処理分区枝線2937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） クラウン建設　株式会社 H23.9.21 H23.10.6 13,700,000 14,385,000 特別簡易型 地域貢献 

191 2011100738 駅周第2号 3・2・505弁天線道路改良工事 契約課 中央区 新潟駅周辺整備事務所 土木一式 一般土木 富岡建設　株式会社 H23.10.3 H23.10.12 64,000,000 67,200,000 簡易型 Ｂ

192 2011100755 建二第110号 豊栄総合体育館屋上防水改修工事 北区 北区 公共建築第２課 防水 防水 株式会社　山下技建 H23.9.27 H23.10.12 10,000,000 10,500,000 特別簡易型 地域貢献 

193 2011100756 北下第305号 豊栄駅北部排水区幹線3下水道工事 契約課 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木 株式会社　レックス　新潟支店 H23.10.3 H23.10.14 82,100,000 86,205,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

194 2011100763 南下第11号 白根第1処理分区第1分区枝線453－1～457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　株式会社 H23.9.29 H23.10.6 38,700,000 40,635,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

195 2011100764 南下第23号 白根第1処理分区第1分区枝線920～923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 H23.9.29 H23.10.6 35,500,000 37,275,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

196 2011100774 建二第109号 笹口小学校改築冷暖房換気工事 契約課 中央区 公共建築第２課 管 管 大洋工業　株式会社 H23.10.11 H23.10.19 78,400,000 82,320,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

197 2011100792 西建第8号 西区内野山手2丁目地内法面対策工事 契約課 西区 西区建設課 とび・土工・コンクリート 法面工事 日特建設　株式会社　北陸支店 H23.10.12 H23.10.20 91,400,000 95,970,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

198 2011100801 西土第64号 主要地方道新潟亀田内野線関屋大橋橋面防水工事 西区 西区 西部地域土木事務所 ほ装 ほ装 福田道路　株式会社　新潟支店 H23.10.11 H23.10.20 27,900,000 29,295,000 特別簡易型 地域貢献 

199 2011100808 西下第41号 坂井輪排水区寺尾分区枝線82～95下水道工事 西区 西区 西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　本間建設 H23.10.11 H23.10.18 38,900,000 40,845,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

200 2011100833 東下第35号 亀田第1処理分区枝線42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 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 萬代建設　株式会社 H23.10.19 H23.10.27 28,400,000 29,820,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

201 2011100841 西土第12号 一般国道460号（称名他地内）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 H23.10.19 H23.10.28 23,400,000 24,570,000 特別簡易型 地域貢献 

202 2011100844 建二第115号 笹口小学校改築電気設備工事 契約課 中央区 公共建築第２課 電気 電気 応用・近藤　特定共同企業体 H23.10.20 H23.10.27 110,000,000 115,500,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ
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203 2011100874 西土第53号 一般国道460号富月橋上部工拡幅工事 契約課 南区 西部地域土木事務所 鋼構造物 橋梁（鋼構造物） 藤木鉄工　株式会社新潟営業所 H23.10.27 H23.11.8 142,100,000 149,205,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

204 2011100879 東土第78号 亀田222号線道路改良工事 契約課 江南区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　大栄建設 H23.10.27 H23.11.7 46,500,000 48,825,000 特別簡易型 施工実績Ⅱ

205 2011100881 東土第82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 小木建設　株式会社 H23.10.26 H23.11.7 31,300,000 32,865,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

206 2011100882 南建第135号 小蔵子白蓮線道路改良工事 契約課 南区 南区建設課 土木一式 一般土木 株式会社　水倉組 H23.10.27 H23.11.7 83,600,000 87,780,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

207 2011100884 東下第37号 亀田第1処理分区枝線32－1～33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） 株式会社　原組 H23.10.27 H23.11.7 41,900,000 43,995,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

208 2011100901 西土第94号 寺尾中央公園整備工事 西区 西区 西部地域土木事務所 造園 造園 株式会社　日建緑地 H23.10.26 H23.11.2 23,100,000 24,255,000 特別簡易型 地域貢献 

209 2011100902 西土第59号 黒埼1－433号線道路改良工事 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　福田組 H23.10.31 H23.11.11 83,800,000 87,990,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

210 2011100903 西土第62号 西5－270号線道路改良工事 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　笠井組 H23.10.31 H23.11.10 61,500,000 64,575,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

211 2011100904 西土第96号 三方横戸線道路改良工事 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　大栄建設 H23.10.31 H23.11.16 52,400,000 55,020,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

212 2011100907 東土第68号 3・4・544長潟岡山線道路改良工事 東区 東区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 株式会社　大栄建設 H23.10.26 H23.11.2 19,900,000 20,895,000 特別簡易型 地域貢献 

213 2011100909 下管第17号 浦山中継ポンプ場脱臭設備工事 西区 西区 下水道管理センター 機械器具設置  沈砂池機械設備（流入・流出ゲート） クボタ環境サービス株式会社 H23.10.26 H23.11.4 18,800,000 19,740,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

214 2011100915 建二第118号 亀田東小学校旧校舎解体工事 契約課 江南区 公共建築第２課 とび・土工・コンクリート 解体 株式会社　皆川組 H23.10.31 H23.11.9 48,000,000 50,400,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

215 2011100933 西土第9号 西川1－759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　宮川組 H23.10.26 H23.11.14 25,300,000 26,565,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

216 2011100934 西土第84号 巻1－263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 水庄建設　株式会社 H23.10.26 H23.11.7 23,400,000 24,570,000 特別簡易型 地域貢献 

217 2011100935 西土第86号 久保田三方線道路改良工事 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　梨本組 H23.10.26 H23.11.7 28,200,000 29,610,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

218 2011100938 建一第35号 （仮称）動物ふれあいファーム建設電気設備工事 契約課 中央区 公共建築第１課 電気 電気 株式会社　応用電業社 H23.11.1 H23.11.11 54,500,000 57,225,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

219 2011100944 東下第38号 曽野木排水区枝線420～427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 H23.11.1 H23.11.11 66,400,000 69,720,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

220 2011100946 東土第100号 河渡地内歩道整備工事 東区 東区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　小暮組 H23.10.31 H23.11.30 17,200,000 18,060,000 特別簡易型 地域貢献 

221 2011100963 東土第103号 （仮称）横越中央公園整備工事 契約課 江南区 東部地域土木事務所 造園 造園 株式会社　日建緑地 H23.11.10 H23.11.17 95,500,000 100,275,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

222 2011100964 東土第71号 小阿賀野川河川公園整備工事 契約課 江南区 東部地域土木事務所 造園 造園 株式会社　日建緑地 H23.11.10 H23.11.17 58,200,000 61,110,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

223 2011100965 建一第33号 新津第一中学校校舎改築電気設備工事 契約課 秋葉区 公共建築第１課 電気 電気 斎藤電機　株式会社 H23.11.10 H23.11.21 61,800,000 64,890,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

224 2011100976 建一第50号 新鯵潟住宅2期C・D・E棟改築衛生換気設備工事 南区 南区 公共建築第１課 管 管 株式会社　ナカムラ H23.11.9 H23.11.24 28,100,000 29,505,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

225 2011100978 南建第148号 （仮称）親水フラワーパーク公園整備工事 南区 南区 南区建設課 土木一式 一般土木 安達建設興業　株式会社 H23.11.9 H23.11.21 33,000,000 34,650,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

226 2011100984 北建第229号 豊栄1－635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 H23.11.9 H23.11.16 39,500,000 41,475,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

227 2011100991 東土第96号 一般県道水原亀田線（横雲橋）防護柵取替工事 契約課 江南区 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　加賀田組　新潟支店 H23.11.14 H23.11.24 66,300,000 69,615,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

228 2011101002 東土第87号 一般国道113号高架橋伸縮装置取替工事 中央区 中央区 東部地域土木事務所 とび・土工・コンクリート とび・土工工事 丸運建設　株式会社 H23.11.9 H23.11.22 38,200,000 40,110,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

229 2011101007 建一第32号 （仮称）南区保健福祉センター建設電気設備工事 契約課 南区 公共建築第１課 電気 電気 セコムテクノ・トーシス新潟特定共同企業体 H23.11.14 H23.11.24 110,500,000 116,025,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

230 2011101016 建一第85号 新鯵潟住宅2期C・D・E棟改築電気設備工事 南区 南区 公共建築第１課 電気 電気 株式会社　興電社 H23.11.14 H23.11.24 26,300,000 27,615,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

231 2011101041 南建第150号 鯵潟古川線道路改良工事 契約課 南区 南区建設課 土木一式 一般土木 株式会社　堤組 H23.11.17 H23.11.28 66,600,000 69,930,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

232 2011101057 建二第122号 新潟市陸上競技場外壁改修工事 契約課 中央区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 株式会社　福田組 H23.11.28 H23.12.5 93,700,000 98,385,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

233 2011101058 建二第123号 小針小学校プール改築工事 契約課 西区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 丸運建設　株式会社 H23.11.28 H23.12.6 87,000,000 91,350,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

234 2011101063 建一第43号 （仮称）南区保健福祉センター建設空気調和設備工事 契約課 南区 公共建築第１課 管 管 株式会社　千代田設備 H23.11.28 H23.12.16 139,000,000 145,950,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

235 2011101064 西土第57号 一般国道460号新大通川橋上部工拡幅工事 契約課 西蒲区 西部地域土木事務所 鋼構造物 橋梁（鋼構造物） 川田建設　株式会社　新潟営業所 H23.11.28 H23.12.5 121,000,000 127,050,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

236 2011101067 東土第86号 主要地方道新潟寺泊線信濃川大橋伸縮装置取替工事 江南区 江南区 東部地域土木事務所 とび・土工・コンクリート とび・土工工事 日本サミコン　株式会社　北陸支店 H23.11.24 H23.12.2 22,200,000 23,310,000 特別簡易型 地域貢献 

237 2011101069 北下第302号 葛塚排水区幹線3下水道工事 契約課 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木 株式会社　小川組 H23.11.29 H23.12.8 81,300,000 85,365,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

238 2011101071 南建第137号 茨曽根兎新田線盛土工事 契約課 南区 南区建設課 土木一式 一般土木 株式会社　堤組 H23.11.29 H23.12.7 65,300,000 68,565,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

239 2011101076 東下第42号 木戸排水区分水施設1～2築造工事 契約課 東区 東部地域下水道事務所 土木一式 下水道等シールド（1350mm以上） 株式会社　加賀田組　新潟支店 H23.11.29 H23.12.7 191,800,000 201,390,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

240 2011101088 建二第127号 沼垂小学校校舎1期改築電気設備工事 契約課 中央区 公共建築第２課 電気 電気 星野電気　株式会社 H23.12.1 H23.12.19 70,000,000 73,500,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

241 2011101089 建二第131号 下山小学校校舎改築衛生設備工事 契約課 東区 公共建築第２課 管 管 新潟企業　株式会社 H23.12.1 H23.12.12 136,200,000 143,010,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

242 2011101110 建二第132号 下山小学校校舎改築冷暖房換気設備工事 契約課 東区 公共建築第２課 管 管 株式会社　千代田設備 H23.12.1 H23.12.21 76,000,000 79,800,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

243 2011101138 建二第139号 （仮称）新津総合体育館建設衛生設備工事 契約課 秋葉区 公共建築第２課 管 管 丸高工業　株式会社 H23.12.8 H23.12.15 52,000,000 54,600,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

244 2011101156 建二第128号 沼垂小学校校舎1期改築衛生設備工事 契約課 中央区 公共建築第２課 管 管 東工業　株式会社 H23.12.12 H23.12.19 67,900,000 71,295,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

245 2011101166 建二第129号 沼垂小学校校舎1期改築冷暖房換気設備工事 契約課 中央区 公共建築第２課 管 管 研冷工業　株式会社 H23.12.15 H23.12.26 59,800,000 62,790,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

246 2011101167 建二第141号 下山小学校校舎改築電気設備工事 契約課 東区 公共建築第２課 電気 電気 株式会社　応用電業社 H23.12.15 H23.12.26 121,000,000 127,050,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

247 2011101171 駅周第3号 3・4・535新潟鳥屋野線道路改良工事 契約課 中央区 新潟駅周辺整備事務所 土木一式 一般土木 本間道路　株式会社 H23.12.15 H23.12.26 75,300,000 79,065,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

248 2011101175 建二第119号 （仮称）新津総合体育館建設電気設備工事 契約課 秋葉区 公共建築第２課 電気 電気 八重・坂電特定共同企業体 H23.12.15 H23.12.26 265,000,000 278,250,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

249 2011101181 下管第27号 五十嵐２の町中継ポンプ場ポンプ設備工事 西区 西区 下水道管理センター 機械器具設置 新設ポンプ設備 工業株式会社 H23.12.13 H23.12.26 22,700,000 23,835,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

250 2011101251 建二第147号 （仮称）西川総合体育館建設衛生設備工事 西蒲区 西蒲区 公共建築第２課 管 管 大洋工業　株式会社 H24.1.5 H24.1.17 42,500,000 44,625,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

251 2011101252 西土第77号 黒埼2－100号線道路改良工事 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　廣瀨 H24.1.5 H24.1.13 237,600,000 249,480,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

252 2011101263 建二第146号 （仮称）西川総合体育館建設空気調和設備工事 契約課 西蒲区 公共建築第２課 管 管 新潟企業　株式会社 H24.1.5 H24.1.19 62,000,000 65,100,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

253 2011101268 建二第140号 （仮称）新津総合体育館建設空気調和設備工事 契約課 秋葉区 公共建築第２課 管 管 千代田・興洋特定共同企業体 H24.1.5 H24.1.26 228,700,000 240,135,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

254 2011101277 建一第115号 新津田島住宅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 丸運建設　株式会社 H24.1.30 H24.2.8 152,700,000 160,335,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

255 2011101278 東下第49号 木戸排水区分水施設3～4築造工事 契約課 東区 東部地域下水道事務所 土木一式 下水道等シールド（1350mm以上） 株式会社　福田組 H24.1.11 H24.1.20 259,000,000 271,950,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

256 2011101294 建一第122号 （仮称）新潟市こども創造センター建設工事 契約課 中央区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 丸運・加賀田特定共同企業体 H24.1.17 H24.2.20 823,000,000 864,150,000 簡易型 Ａ

257 2011101297 下管第29号 五十嵐２の町中継ポンプ場電気設備工事 契約課 西区 下水道管理センター 電気 電気 株式会社　正興電機製作所　東京営業所 H24.1.18 H24.1.30 120,818,000 126,858,900 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

258 2011101306 建二第120号 （仮称）西川総合体育館建設電気設備工事 契約課 西蒲区 公共建築第２課 電気 電気 株式会社　渡辺電気工業所 H24.1.18 H24.1.30 91,000,000 95,550,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

259 2011101309 下管第28号 五十嵐２の町中継ポンプ場沈砂池機械設備工事 契約課 西区 下水道管理センター 機械器具設置  沈砂池機械設備（流入・流出ゲート） クボタ環境サービス株式会社 H24.1.18 H24.1.26 52,000,000 54,600,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

260 2011101364 北下第218号 葛塚処理分区枝線1449～1459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） 株式会社　本間建設 H24.1.24 H24.2.8 40,500,000 42,525,000 特別簡易型 施工実績 Ⅲ

261 2011101373 秋建第25号 新津3－94号線道路改良工事 契約課 秋葉区 秋葉区建設課 ほ装 ほ装 アルファ建設　株式会社 H24.1.30 H24.2.7 57,800,000 60,690,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

262 2011101380 北下第211号 葛塚処理分区幹線1429～1450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　本間建設 H24.1.30 H24.2.8 60,500,000 63,525,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

263 2011101442 東下第48号 木戸排水区分水施設11～12築造工事 契約課 東区 東部地域下水道事務所 土木一式 下水道等推進（800mm以上） 株式会社　廣瀨 H24.2.8 H24.2.16 256,200,000 269,010,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

264 2011101447 建二第148号 亀田東小学校校舎2期改築工事 契約課 江南区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 伸晃建設㈱ H24.2.8 H24.2.17 163,600,000 171,780,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

265 2011101537 西土第100号 主要地方道新潟寺泊線（岩室バイパス）舗装（その2）工事 契約課 西蒲区 西部地域土木事務所 ほ装 ほ装 丸運建設　株式会社 H24.2.22 H24.3.1 114,600,000 120,330,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

266 2011101540 東下第45号 木戸排水区分水施設13築造工事 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） 株式会社　原組 H24.2.22 H24.3.1 158,100,000 166,005,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

267 2011101579 下管第38号 木戸排水区木戸雨水貯留施設電気設備工事 契約課 東区 下水道管理センター 電気 電気 株式会社　荏原電産　新潟営業所 H24.2.27 H24.3.6 49,500,000 51,975,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

268 2011101591 建二第161号 新津第一小学校校舎改築工事 契約課 秋葉区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 株式会社　本間組 H24.3.7 H24.3.21 224,600,000 235,830,000 簡易型 Ａ

269 2011101592 東土第127号 一般県道白山停車場女池線（昭和大橋）床版補強工事 契約課 中央区 東部地域土木事務所 とび・土工・コンクリート とび・土工工事 丸運建設　株式会社 H24.3.5 H24.3.13 109,300,000 114,765,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ

270 2011101599 西土第138号 3・2・586小新亀貝線道路改良（その2）工事 契約課 西区 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 H24.3.5 H24.3.13 79,200,000 83,160,000 特別簡易型 施工実績 Ⅰ
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271 2011101604 北下第301号 葛塚排水区幹線1下水道工事 契約課 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木 株式会社　伊藤組 H24.3.7 H24.3.16 52,600,000 55,230,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

272 2011101605 北下第306号 早通排水区枝線1～140－2下水道工事 契約課 北区 北区下水道課 土木一式 一般土木 株式会社　西方組 H24.3.7 H24.3.15 49,500,000 51,975,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ

273 2011101620 建二第166号 金津小学校校舎1期改築工事 契約課 秋葉区 公共建築第２課 建築一式 一般建築 株式会社　近藤組 H24.3.8 H24.3.19 256,100,000 268,905,000 簡易型 Ａ

274 2011101622 建一第178号 新津田島住宅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 斎藤電機　株式会社 H24.3.6 H24.3.14 21,800,000 22,890,000 特別簡易型 地域貢献 

275 2011101623 秋建第11号 大安寺第5号大関線道路改良工事 契約課 秋葉区 秋葉区建設課 土木一式 一般土木 株式会社　大栄建設 H24.3.12 H24.3.19 64,900,000 68,145,000 特別簡易型 施工実績 Ⅱ


