
平成３０年１０月１２日

 新潟市建設工事業者 各位

新潟市財務部契約課

平成３０年度 工事発注見通しの変更及び取消しについて（お知らせ）

 平成３０年度の工事発注見通しについて，既に公表済みの案件で，第 1四半期（4月～6
月）及び第 2四半期（7月～9月）に発注を予定していながら，未発注となっていた案件を
各工事発注担当課で精査した結果，発注予定時期の変更及び計画変更による取止めや，競

争入札に付さない案件など，工事発注見通しの変更や取消しを行った案件がありますので，

お知らせいたします。

 なお，変更や取消しを行った案件については，新潟市ホームページ上で公表しています

ので，ご確認ください。



別紙　１

取消理由：競争入札に付さないため（予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの）

工事名 工事場所 工種 工事発注担当課

どんぐりの舎冷暖房改修工事 新潟市西蒲区巻甲地内 管 公共建築第1課

中央図書館中庭外壁補修工事 新潟市中央区明石2丁目地内 建築一式 公共建築第2課

島見NO．4マンホールポンプ更新工事 新潟市北区島見町地内 機械器具設置
東部地域下水道事
務所北下水道分室

豊栄1－564号線側溝工事 新潟市北区早通北1丁目地内 土木一式 北区建設課

北4－5号線舗装工事 新潟市北区神谷内地内 土木一式 北区建設課

豊栄1－351号線側溝工事 新潟市北区嘉山（栄町）地内 土木一式 北区建設課

豊栄1－283号線側溝工事 新潟市北区葛塚（下大口）地内 土木一式 北区建設課

東1－66号線側溝改良工事 新潟市東区秋葉通2丁目地内 土木一式 東区建設課

東1－10号線側溝改良工事 新潟市東区臨港1丁目地内 土木一式 東区建設課

東8－66号線側溝改良工事 新潟市東区東中野山3丁目地内 土木一式 東区建設課

東3－177号線（向陽2丁目他地内）舗装修繕工事 新潟市東区向陽2丁目他地内 舗装 東区建設課

東3－177号線（向陽1丁目他地内）舗装修繕工事 新潟市東区向陽1丁目他地内 舗装 東区建設課

東3－303号線舗装修繕工事 新潟市東区海老ケ瀬地内 舗装 東区建設課

東5－68号線舗装修繕工事 新潟市東区大形本町5丁目地内 舗装 東区建設課

紫竹山鳥屋野線側溝改良工事 新潟市中央区鳥屋野1丁目地内 土木一式 中央区建設課

南3－114号線舗装修繕工事 新潟市中央区上所1丁目地内 舗装 中央区建設課

南7－118号線道路改良工事 新潟市江南区曽野木1丁目地内 土木一式 江南区建設課

白根亀田線側溝修繕工事 新潟市江南区元町3丁目地内 土木一式 江南区建設課

新潟小須戸三条線目隠し柵設置工事 新潟市江南区天野地内 土木一式 江南区建設課

新潟小須戸三条線舗装修繕工事 新潟市江南区舞潟地内 舗装 江南区建設課

排雪場周辺道路修繕工事 新潟市江南区木津地内 舗装 江南区建設課

祖父興野鐘木線歩道舗装修繕工事 新潟市江南区祖父興野地内 舗装 江南区建設課

東中島西野線2号他舗装修繕工事 新潟市江南区西野地内 舗装 江南区建設課

茗荷谷線舗装修繕工事 新潟市江南区茗荷谷地内 舗装 江南区建設課

東9－56号線舗装修繕工事 新潟市江南区茗荷谷地内 舗装 江南区建設課

亀田1－160号線舗装修繕（その2）工事 新潟市江南区砂岡1丁目地内 舗装 江南区建設課

南9－19号線側溝修繕工事 新潟市江南区割野地内 土木一式 江南区建設課

東9－5号線他側溝工事 新潟市江南区大渕地内 土木一式 江南区建設課

横越1－176号線道路改良工事 新潟市江南区横越中央6丁目地内 土木一式 江南区建設課

南7－181号線道路改良工事 新潟市江南区俵柳地内 土木一式 江南区建設課

江南区管内防草対策その4工事 新潟市江南区管内 土木一式 江南区建設課

江南区管内防草対策その5工事 新潟市江南区管内 土木一式 江南区建設課

本町日宝町線側溝改良工事 新潟市秋葉区荻島3丁目地内 土木一式 秋葉区建設課

新津1－485号線道路改良工事 新潟市秋葉区中野3丁目地内 土木一式 秋葉区建設課

荻川駅東口自転車駐車場敷地整備工事 新潟市秋葉区中野3丁目地内 舗装 秋葉区建設課

車場3丁目地内排水路整備工事 新潟市秋葉区車場3丁目地内 土木一式 秋葉区建設課

車場2丁目地内排水路整備工事 新潟市秋葉区車場2丁目地内 土木一式 秋葉区建設課

蒲ヶ沢地内排水路修繕工事 新潟市秋葉区蒲ヶ沢地内 土木一式 秋葉区建設課

主要地方道新潟中央環状線舗装工事 新潟市秋葉区七日町地内 舗装 秋葉区建設課

白根1－257号線道路改良工事 新潟市南区上八枚地内 土木一式 南区建設課

西1－88号線側溝改良工事 新潟市西区青山7丁目地内 土木一式 西区建設課

西南7－131号線舗装新設工事 新潟市西区田潟地内 舗装 西区建設課

西南4－167号線舗装新設工事 新潟市西区道河原地内 舗装 西区建設課

西3－60号線側溝改良工事 新潟市西区青山3丁目地内 土木一式 西区建設課

市道平島大野線1号（坂井3丁目他地内）舗装修繕工事 新潟市西区坂井3丁目他地内 舗装 西区建設課

市道平島大野線1号（坂井他地内）舗装修繕工事 新潟市西区坂井他地内 舗装 西区建設課

岩室1－353号線舗装修繕工事 新潟市西蒲区北野地内 舗装 西蒲区建設課

広域3号線舗装修繕工事 新潟市西蒲区升岡地内 舗装 西蒲区建設課

潟東1－260号線舗装修繕工事 新潟市西蒲区卯八郎受地内 舗装 西蒲区建設課

潟東1－123号線舗装修繕工事 新潟市西蒲区卯八郎受地内 舗装 西蒲区建設課

橋本金池線舗装修繕工事 新潟市西蒲区石瀬地内 舗装 西蒲区建設課

高速道側線舗装修繕工事その2 新潟市西蒲区牧ケ島地内 舗装 西蒲区建設課

並岡桜林線舗装修繕工事その2 新潟市西蒲区桜林地内 舗装 西蒲区建設課

橋本金池線側溝修繕工事 新潟市西蒲区石瀬地内 土木一式 西蒲区建設課

平成３０年度　工事発注見通し取消案件一覧



別紙　２

取消理由：計画変更に伴い，今年度の発注を取りやめたため

工事名 工事場所 工種 工事発注担当課

横越地区勤労者総合福祉センター特定天井改修空気調
和設備工事

新潟市江南区横越川根町2丁目地内 管 公共建築第1課

白根カルチャーセンター特定天井改修空気調和設備工事 新潟市南区上下諏訪木地内 管 公共建築第1課

月潟農村環境改善センター特定天井改修空気調和設備
工事

新潟市南区西萱場地内 管 公共建築第1課

潟東中学校仮設校舎設置電気設備工事 新潟市西蒲区三方地内 電気 公共建築第2課

岩室小学校冷暖房設備新設・更新電気設備工事 新潟市西蒲区西長島地内 電気 公共建築第2課

岩室小学校屋外排水設備改修電気設備工事 新潟市西蒲区西長島地内 電気 公共建築第2課

主要地方道新潟寺泊線（信濃川大橋）光ケーブル移設工
事

新潟市江南区天野他地内 電気
東部地域土木事務
所

長浦第1処理分区枝線168～171下水道工事 新潟市北区上土地亀地内 土木一式
東部地域下水道事
務所

鳥屋野排水区鳥屋野幹線24－2管更生工事 新潟市中央区女池神明1丁目地内 土木一式
東部地域下水道事
務所

主要地方道新潟港横越線（下木戸他地区）舗装修繕工事 新潟市東区下木戸他地内 舗装 東区建設課

山の下東港線1号舗装修繕工事 新潟市東区河渡他地内 舗装 東区建設課

山の下東港線2号（木工新町地区）舗装工事 新潟市東区木工新町他地内 舗装 東区建設課

河渡松崎線舗装修繕工事 新潟市東区向陽2丁目他地内 舗装 東区建設課

旧満日小学校跡地市道新設工事 新潟市秋葉区七日町地内 土木一式 秋葉区建設課

一般県道新津茨曽根燕線舗装修繕工事 新潟市秋葉区小屋場地内 舗装 秋葉区建設課

市道東島小口線舗装修繕工事 新潟市秋葉区東島地内 舗装 秋葉区建設課

市道金沢町18号新郷屋線舗装修繕工事 新潟市秋葉区柄目木地内 舗装 秋葉区建設課

国道460号舗装修繕工事 新潟市秋葉区小戸下組地内 舗装 秋葉区建設課

市道潟端線舗装修繕工事 新潟市秋葉区小須戸地内 舗装 秋葉区建設課

市道小須戸新保2号線他舗装修繕工事 新潟市秋葉区小須戸地内 舗装 秋葉区建設課

国道460号消雪パイプ更新工事 新潟市秋葉区小戸下組地内 土木一式 秋葉区建設課

市道金沢町18号新郷屋線消雪パイプ更新工事 新潟市秋葉区柄目木地内 土木一式 秋葉区建設課

市道潟端線消雪パイプ更新工事 新潟市秋葉区小須戸地内 土木一式 秋葉区建設課

市道小須戸新保2号線他消雪パイプ更新工事 新潟市秋葉区小須戸地内 土木一式 秋葉区建設課

一般国道460号側溝修繕その2工事 新潟市南区白根古川地内 土木一式 南区建設課

主要地方道新潟安田線側溝修繕工事 新潟市南区和泉地内 土木一式 南区建設課

小針駅駐輪場矢板打設工事 新潟市西区小針南台地内 土木一式 西区建設課

西2－42号線舗装新設工事 新潟市西区五十嵐1の町地内 舗装 西区建設課

西2－42号線舗装新設（その2）工事 新潟市西区五十嵐1の町地内 舗装 西区建設課

平成３０年度　工事発注見通し取消案件一覧


