
総合評価方式入札結果一覧

2010年度（平成22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 2010100390 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16次工事 契約課 南区 南区建設課 ほ装 ほ装 丸運建設　株式会社 H22.8.3 H22.8.10 52,900,000 55,545,000 特別簡易型 施工実績

2 2010100391 南建第3106号 中之口1－356号線（味方・月潟・中之口広域5号線）改築第17次工事 契約課 南区 南区建設課 ほ装 ほ装 丸運建設　株式会社 H22.8.3 H22.8.10 59,700,000 62,685,000 特別簡易型 施工実績

3 2010100564 東下第22号 亀田第2処理分区枝線20－3～25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） 丸運建設　株式会社 H22.9.2 H22.9.13 79,200,000 83,160,000 特別簡易型 施工実績

4 2010100575 東土第24号 一般国道113号横土居バイパス道路改良工事 契約課 北区 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 H22.9.2 H22.9.13 214,000,000 224,700,000 特別簡易型 施工実績

5 2010100652 西土第9号 一般県道佐渡山巻線道路改良工事 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　堤組 H22.9.14 H22.9.28 65,100,000 68,355,000 特別簡易型 施工実績

6 2010100691 東土第13号 阿賀野川フラワーライン自転車道A整備工事 契約課 江南区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 （株）加賀田組　新潟支店 H22.9.21 H22.9.30 54,800,000 57,540,000 特別簡易型 施工実績

7 2010100689 東下第32号 姥ヶ山第13排水区枝線192～196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 H22.9.14 H22.9.22 24,200,000 25,410,000 特別簡易型 施工実績

8 2010100736 西下第42号 五十嵐排水区第3分区枝線279－1～303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　笠井組 H22.9.21 H22.9.30 25,400,000 26,670,000 特別簡易型 地域貢献度

9 2010100721 西土第28号 一般国道460号（河井地区）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　宮川組 H22.9.29 H22.10.7 64,400,000 67,620,000 特別簡易型 施工実績

10 2010100748 建一第52号 東消防署大規模改修工事 契約課 東区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 第一建設工業　株式会社 H22.9.29 H22.10.6 98,200,000 103,110,000 特別簡易型 施工実績

11 2010100734 東下第29号 早川堀排水区枝線20－1～117－1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 萬代建設（株） H22.9.27 H22.10.7 13,800,000 14,490,000 特別簡易型 地域貢献度

12 2010100760 東下第36号 亀田第1処理分区枝線50～51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 H22.9.30 H22.10.7 77,600,000 81,480,000 特別簡易型 施工実績

13 2010100761 東下第38号 亀田第1処理分区幹線94～枝線507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） 秋葉建設興業　株式会社 H22.9.30 H22.10.8 78,500,000 82,425,000 特別簡易型 施工実績

14 2010100771 駅周第1号 3・2・505弁天線電線共同溝工事 契約課 中央区 新潟駅周辺整備事務所 土木一式 一般土木 （株）加賀田組　新潟支店 H22.10.7 H22.10.18 79,600,000 83,580,000 簡易型 A

15 2010100835 東土第52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 丸運建設　株式会社 H22.10.25 H22.11.2 94,900,000 99,645,000 簡易型 A

16 2010100859 東土第56号 阿賀野川フラワーラインみはらしゾーン整備工事 江南区 江南区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 （株）加賀田組　新潟支店 H22.10.13 H22.10.21 40,400,000 42,420,000 特別簡易型 地域貢献度

17 2010100870 東土第48号 榎山の下線道路改良工事 東区 東区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 （株）大栄建設 H22.10.18 H22.10.25 34,000,000 35,700,000 特別簡易型 地域貢献度

18 2010100909 東土第74号 鵜ノ子・茅野山線舗装工事 江南区 江南区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 （株）加賀田組　新潟支店 H22.10.18 H22.10.27 14,000,000 14,700,000 特別簡易型 地域貢献度

19 2010100910 東土第75号 主要地方道新潟大外環状線横越バイパス道路排水施設工事 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 H22.10.18 H22.10.26 32,300,000 33,915,000 特別簡易型 地域貢献度

20 2010100893 建一第76号 鎌倉地域研修センター改修工事 秋葉区 秋葉区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 （株）早勝工務店 H22.10.18 H22.10.26 14,900,000 15,645,000 特別簡易型 施工実績

21 2010100894 建一第85号 新保地域研修センター改修工事 秋葉区 秋葉区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 （株）早勝工務店 H22.10.18 H22.10.26 17,400,000 18,270,000 特別簡易型 施工実績

22 2010100882 西下第50号 五十嵐排水区第1分区枝線4－3～4－4－1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 株式会社　田村建設 H22.10.18 H22.10.26 27,300,000 28,665,000 特別簡易型 地域貢献度

23 2010100951 南下第6号 白根第1処理分区枝線市街地北部937－1～985下水道工事 南区 南区 南区下水道課 土木一式 一般土木 安達建設興業　株式会社 H22.10.25 H22.11.2 25,600,000 26,880,000 特別簡易型 地域貢献度

24 2010100957 西下第31号 岩室第2処理分区枝線41～80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 H22.10.25 H22.11.1 35,000,000 36,750,000 特別簡易型 地域貢献度

25 2010100970 東土第70号 阿賀野川フラワーライン自転車道C整備工事 江南区 江南区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 本間道路　株式会社 H22.10.25 H22.11.2 29,300,000 30,765,000 特別簡易型 地域貢献度

26 2010100976 東土第71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 山真建設（株） H22.10.25 H22.11.2 30,500,000 32,025,000 特別簡易型 地域貢献度

27 2010100958 西土第69号 岩室1－226号線道路改良工事 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 H22.10.25 H22.11.1 14,700,000 15,435,000 特別簡易型 地域貢献度

28 2010100956 蒲建第206号 巻2－526号線　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 H22.10.25 H22.11.2 10,900,000 11,445,000 特別簡易型 施工実績

29 2010100954 西下第30号 巻第1処理分区枝線40－4～42－3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 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　梨本組 H22.10.25 H22.11.2 38,700,000 40,635,000 特別簡易型 地域貢献度

30 2010100989 西下第70号 坂井輪排水区上坂井分区枝線262～269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　田村建設 H22.11.1 H22.11.10 60,600,000 63,630,000 特別簡易型 施工実績

31 2010100992 西土第37号 主要地方道長岡栃尾巻線（漆山拡幅）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 H22.11.1 H22.11.10 69,100,000 72,555,000 特別簡易型 施工実績

32 2010100988 西下第36号 西川第7処理分区幹線11～13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 H22.11.1 H22.11.10 49,400,000 51,870,000 特別簡易型 施工実績

33 2010100987 東下第46号 曽野木排水区枝線598～601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）原組 H22.11.1 H22.11.10 82,900,000 87,045,000 特別簡易型 施工実績

34 2010100984 西土第65号 縦1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　梨本組 H22.11.1 H22.11.9 64,100,000 67,305,000 特別簡易型 施工実績

35 2010100955 東土第72号 （仮称）横越中央公園駐車場整備工事 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 H22.11.1 H22.11.10 63,900,000 67,095,000 特別簡易型 施工実績

36 2010100993 西土第59号 巻1－48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　小林工務店 H22.11.1 H22.11.10 65,300,000 68,565,000 特別簡易型 施工実績

37 2010101058 建一第87号 新潟駅東側連絡通路改修工事 中央区 中央区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 五十嵐建設　株式会社 H22.11.4 H22.11.11 21,100,000 22,155,000 特別簡易型 施工実績

38 2010101019 建一第47号 桃山町第１住宅Ｈ棟外壁改修工事 東区 東区 公共建築第１課 建築一式 建築一式 （株）外山組 H22.11.4 H22.11.16 16,800,000 17,640,000 特別簡易型 施工実績

39 2010101020 建一第89号 東消防署大規模改修電気設備工事 東区 東区 公共建築第１課 電気 電気 （株）渡辺電気工業所 H22.11.4 H22.11.12 24,100,000 25,305,000 特別簡易型 施工実績

40 2010101056 建一第78号 西蒲消防署改修工事 西蒲区 西蒲区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 （株）マル吉大越組 H22.11.4 H22.11.16 23,000,000 24,150,000 特別簡易型 施工実績

41 2010101057 建一第92号 西蒲消防署改修電気設備工事 西蒲区 西蒲区 公共建築第１課 電気 電気 東新興業株式会社 H22.11.4 H22.11.15 16,300,000 17,115,000 特別簡易型 施工実績

42 2010101046 西土第49号 熊谷線道路改良工事 西蒲区 西蒲区 西部地域土木事務所 ほ装 ほ装 丸運建設　株式会社 H22.11.4 H22.11.15 13,000,000 13,650,000 特別簡易型 施工実績

43 2010101066 西土第80号 新幹線西側側道第2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 株式会社　笠井組 H22.11.15 H22.11.22 41,300,000 43,365,000 特別簡易型 施工実績

44 2010101086 江産第7号 亀田排水路調整池連絡道改良（その2）工事 江南区 江南区 江南区産業振興課 ほ装 ほ装 丸運建設　株式会社 H22.11.8 H22.11.16 13,700,000 14,385,000 特別簡易型 施工実績

45 2010101100 建一第88号 新津野球場解体撤去工事 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 H22.11.18 H22.11.26 38,000,000 39,900,000 簡易型 A

46 2010101104 建一第96号 西消防署改築電気設備工事 契約課 西区 公共建築第１課 電気 電気 （株）渡辺電気工業所 H22.11.22 H22.12.1 86,000,000 90,300,000 特別簡易型 施工実績

47 2010101089 西土第73号 巻1－50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　梨本組 H22.11.10 H22.11.18 9,700,000 10,185,000 特別簡易型 地域貢献度

48 2010101088 西土第74号 潟東1－380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 水圧建設　株式会社 H22.11.10 H22.11.24 13,600,000 14,280,000 特別簡易型 地域貢献度

49 2010101101 西土第82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 遠藤建設　株式会社 H22.11.10 H22.11.17 25,800,000 27,090,000 特別簡易型 地域貢献度

50 2010101102 西土第84号 西川1－522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 H22.11.10 H22.11.22 10,000,000 10,500,000 特別簡易型 地域貢献度

51 2010101103 西土第89号 巻1－74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　梨本組 H22.11.10 H22.11.18 19,200,000 20,160,000 特別簡易型 地域貢献度

52 2010101090 東土第61号 鳥屋野女池線道路改良工事 中央区 中央区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 （株）加賀田組　新潟支店 H22.11.15 H22.11.22 17,600,000 18,480,000 特別簡易型 地域貢献度

53 2010101127 建一第79号 小須戸体育館耐震補強工事 秋葉区 秋葉区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 北本建設　株式会社 H22.11.15 H22.11.22 29,900,000 31,395,000 特別簡易型 施工実績

54 2010101115 建一第80号 南区役所庁舎防火設備改修工事 南区 南区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 （株）早勝工務店 H22.11.22 H22.12.1 42,000,000 44,100,000 簡易型 A

55 2010101114 建一第95号 新鯵潟住宅1期改築衛生換気設備工事 南区 南区 公共建築第１課 管 管 興洋管建（株） H22.11.15 H22.11.24 20,900,000 21,945,000 特別簡易型 施工実績

56 2010101112 建一第97号 新鯵潟住宅1期改築電気設備工事 南区 南区 公共建築第１課 電気 電気 大明電業（株） H22.11.15 H22.11.24 16,100,000 16,905,000 特別簡易型 施工実績

57 2010101173 秋下第24号 新津古田第2処理分区（大鹿地区）枝線100－1～100－3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 H22.11.24 H22.12.1 16,300,000 17,115,000 特別簡易型 地域貢献度

58 2010101189 秋下第34号 新津西部排水区幹線南22－8～幹線57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 株式会社　本間組 H22.12.7 H22.12.17 174,600,000 183,330,000 簡易型 A

59 2010101190 西下第32号 西川第4処理分区枝線248～258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　宮川組 H22.11.24 H22.12.2 30,000,000 31,500,000 特別簡易型 地域貢献度

60 2010101191 西下第33号 中之口第1処理分区枝線238～243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 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 株式会社　宮川組 H22.11.24 H22.12.2 32,300,000 33,915,000 特別簡易型 施工実績

61 2010101217 西下第34号 巻第1処理分区枝線24～48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　水倉組 H22.12.8 H22.12.16 78,600,000 82,530,000 簡易型 A

62 2010101219 西下第35号 巻第1処理分区枝線36～297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 H22.12.1 H22.12.9 59,900,000 62,895,000 特別簡易型 施工実績

63 2010101206 西土第23号 黒埼2－106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　宮川組 H22.12.1 H22.12.9 58,900,000 61,845,000 特別簡易型 施工実績

64 2010101209 西土第31号 巻1－143号線橋新設（下部）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 H22.12.1 H22.12.9 53,200,000 55,860,000 特別簡易型 施工実績

65 2010101210 西土第79号 新幹線西側側道第1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 株式会社　宮川組 H22.12.1 H22.12.9 48,500,000 50,925,000 特別簡易型 施工実績

66 2010101153 東土第86号 3・4・538川端町入船線道路改良工事 中央区 中央区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 本間道路　株式会社 H22.11.24 H22.12.1 13,300,000 13,965,000 特別簡易型 地域貢献度
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67 2010101223 東土第95号 亀田公園線道路改良工事 江南区 江南区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 株式会社　田中組 H22.11.24 H22.12.2 19,900,000 20,895,000 特別簡易型 地域貢献度

68 2010101213 東土第96号 （仮称）横越中央公園敷地造成工事 契約課 江南区 東部地域土木事務所 土木一式 一般土木 （株）原組 H22.12.1 H22.12.8 55,600,000 58,380,000 特別簡易型 施工実績

69 2010101180 東土第99号 主要地方道新潟新発田村上線（山木戸地区）舗装工事 東区 東区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 （株）大栄建設 H22.11.24 H22.12.2 15,500,000 16,275,000 特別簡易型 地域貢献度

70 2010101202 北下第208号 葛塚幹線1478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） （株）本間建設 H22.11.29 H22.12.10 38,700,000 40,635,000 特別簡易型 地域貢献度

71 2010101204 北下第213号 長浦第一幹線58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） 株式会社　山下技建 H22.11.29 H22.12.6 40,500,000 42,525,000 特別簡易型 地域貢献度

72 2010101221 建一第104号 西蒲消防署改修機械設備工事 西蒲区 西蒲区 公共建築第１課 管 管 大洋工業　株式会社 H22.11.29 H22.12.7 33,800,000 35,490,000 特別簡易型 施工実績

73 2010101235 建一第102号 西消防署改築衛生設備工事 西区 西区 公共建築第１課 管 管 興洋管建（株） H22.12.1 H22.12.10 26,200,000 27,510,000 特別簡易型 施工実績

74 2010101355 建一第139号 西消防署改築空気調和設備工事 西区 西区 公共建築第１課 管 管 興洋管建（株） H22.12.2 H22.12.10 41,900,000 43,995,000 特別簡易型 施工実績

75 2010101324 建二第110号 新潟市体育館屋根その他改修工事 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　本間組 H22.12.21 H23.1.7 181,500,000 190,575,000 特別簡易型 施工実績

76 2010101295 建二第131号 黒埼地区総合体育館給水配管改修工事 西区 西区 公共建築第２課 管 管 株式会社　ナカムラ H22.12.14 H22.12.24 10,500,000 11,025,000 特別簡易型 施工実績

77 2010101310 東下第50号 上木戸排水区枝線77他下水道工事 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 H22.12.14 H22.12.21 29,800,000 31,290,000 特別簡易型 施工実績

78 2010101337 東下第51号 新潟第3処理分区枝線467－1～472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 H22.12.14 H22.12.21 40,400,000 42,420,000 特別簡易型 施工実績

79 2010101336 東土第102号 主要地方道新潟寺泊線信濃川大橋補修工事 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 川田建設　株式会社　新潟営業所 H22.12.14 H22.12.21 28,300,000 29,715,000 特別簡易型 施工実績

80 2010101312 蒲建第358号 今井線他舗装工事 西蒲区 西蒲区 西蒲区建設課 ほ装 ほ装 株式会社　吉田建設 H22.12.14 H22.12.24 15,000,000 15,750,000 特別簡易型 施工実績

81 2010101412 蒲建第287号 蛍雪橋歩道橋補修工事 西蒲区 西蒲区 西蒲区建設課 土木一式 一般土木 水圧建設　株式会社 H22.12.21 H23.1.6 16,000,000 16,800,000 特別簡易型 施工実績

82 2010101410 秋下第33号 新津新金沢第3処理分区（七日町地区）幹線4－1～枝線154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 H22.12.21 H23.1.5 39,000,000 40,950,000 特別簡易型 施工実績

83 2010101411 秋下第43号 新津新金沢第3処理分区（深川地区）枝線1～8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 星田建設　株式会社 H22.12.21 H23.1.5 23,800,000 24,990,000 特別簡易型 地域貢献度

84 2010101413 西下第69号 巻第3処理分区私道枝線44－2～45－10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 H22.12.21 H23.1.6 28,800,000 30,240,000 特別簡易型 地域貢献度

85 2010101366 西下第76号 五十嵐排水区第3分区枝線311－1～311－2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　テックアサヒ H22.12.21 H23.1.5 20,200,000 21,210,000 特別簡易型 地域貢献度

86 2010101391 西下第83号 新潟西第12処理分区枝線4～12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）小角組 H22.12.21 H23.1.6 26,400,000 27,720,000 特別簡易型 地域貢献度

87 2010101414 西土第97号 一般国道402号側溝改善工事 西区 西区 西部地域土木事務所 土木一式 一般土木 椎谷工務店（株） H22.12.21 H23.1.11 21,300,000 22,365,000 特別簡易型 地域貢献度

88 2010101380 北下第115号 新崎幹線43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） （株）本間建設 H22.12.21 H23.1.5 33,500,000 35,175,000 特別簡易型 地域貢献度

89 2010101403 建二第152号 月潟野球場内野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 安達建設興業　株式会社 H22.12.21 H23.1.5 12,800,000 13,440,000 特別簡易型 施工実績

90 2010101384 西下第86号 新潟西第12処理分区枝線31～66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 H23.1.5 H23.1.13 48,400,000 50,820,000 特別簡易型 施工実績

91 2010101409 秋下第23号 新津東金沢処理分区枝線22～27－1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 H23.1.5 H23.1.14 43,600,000 45,780,000 特別簡易型 施工実績

92 2010101425 北下第105号 太夫浜幹線330－1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 H23.1.5 H23.1.14 33,300,000 34,965,000 特別簡易型 地域貢献度

93 2010101457 東下第56号 姥ヶ山排水区枝線819～825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 H23.1.18 H23.1.26 46,500,000 48,825,000 特別簡易型 施工実績

94 2010101492 秋下第41号 新津中部処理分区（小口地区）幹線7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 H23.1.20 H23.1.27 28,600,000 30,030,000 特別簡易型 地域貢献度

95 2010101503 東下第59号 物見山排水区物見山2号幹線12C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 H23.1.20 H23.1.27 24,700,000 25,935,000 特別簡易型 地域貢献度

96 2010101523 東下第60号 姥ヶ山排水区枝線709－2～711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） 永光建設　株式会社 H23.1.20 H23.1.27 35,400,000 37,170,000 特別簡易型 施工実績

97 2010101525 下管第33号 白山排水区本管及び取付管修繕工事 中央区 中央区 下水道管理センター 土木一式 下水道管更正 株式会社　レックス　新潟支店 H23.1.20 H23.1.31 20,000,000 21,000,000 特別簡易型 施工実績

98 2010101504 建一第45号 秋葉通住宅Ｉ棟外壁改修工事 東区 東区 公共建築第１課 建築一式 建築一式 【入札不調】 H23.1.20 特別簡易型 施工実績

99 2010101509 東下第57号 姥ヶ山排水区枝線732～739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　本間組 H23.1.27 H23.2.7 55,100,000 57,855,000 特別簡易型 施工実績

100 2010101532 秋下第30号 新津新金沢第3処理分区（七日町地区）幹線1～枝線99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 H23.1.27 H23.2.4 53,500,000 56,175,000 特別簡易型 施工実績

101 2010101561 東土第126号 3・4・533河渡線（上木戸工区）道路改良工事 東区 東区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 （株）大栄建設 H23.1.24 H23.1.31 23,500,000 24,675,000 特別簡易型 地域貢献度

102 2010101593 下管第25号 旧下山ポンプ場撤去工事 東区 東区 下水道管理センター 土木一式 一般土木 （株）大栄建設 H23.1.24 H23.1.31 30,900,000 32,445,000 特別簡易型 地域貢献度

103 2010101587 蒲建第392号 西川ふれあい公園複合系遊具設置工事 西蒲区 西蒲区 西蒲区建設課 造園 造園 （株）日建緑地 H23.1.24 H23.1.31 12,600,000 13,230,000 特別簡易型 施工実績

104 2010101588 秋建第17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 株式会社　飯野建設 H23.1.24 H23.2.3 31,900,000 33,495,000 特別簡易型 地域貢献度

105 2010101585 建一第132号 南区月潟出張所外壁改修工事 南区 南区 公共建築第１課 建築一式 一般建築 株式会社　外川組 H23.1.24 H23.2.1 10,500,000 11,025,000 特別簡易型 施工実績

106 2010101576 西建第23号 西区寺地地内側溝改良工事 西区 西区 西区建設課 土木一式 一般土木 株式会社　西方組 H23.1.24 H23.1.31 13,700,000 14,385,000 特別簡易型 地域貢献度

107 2010101575 西下第49号 西川第3処理分区枝線11～302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 H23.1.31 H23.2.8 71,600,000 75,180,000 特別簡易型 施工実績

108 2010101597 東土第106号 一番堀通町東堀通線道路改良工事 契約課 中央区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 （株）加賀田組　新潟支店 H23.1.31 H23.2.8 114,300,000 120,015,000 特別簡易型 施工実績

109 2010101595 東土第119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　本間組 H23.1.31 H23.2.8 65,100,000 68,355,000 特別簡易型 施工実績

110 2010101647 秋下第39号 新津中部処理分区（小口地区）幹線11～12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）本間建設 H23.2.7 H23.2.17 34,500,000 36,225,000 特別簡易型 施工実績

111 2010101652 東下第52号 物見山排水区枝線256～257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 H23.2.8 H23.2.17 22,800,000 23,940,000 特別簡易型 地域貢献度

112 2010101655 東下第61号 新潟第4処理分区枝線2849～2881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 H23.2.8 H23.2.17 30,700,000 32,235,000 特別簡易型 地域貢献度

113 2010101665 東土第130号 一般国道113号高架橋補修工事 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 川田建設　株式会社　新潟営業所 H23.2.16 H23.2.25 44,100,000 46,305,000 特別簡易型 施工実績

114 2010101668 西下第67号 潟東第4処理分区幹線2～4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 株式会社　西方組 H23.2.16 H23.2.24 67,100,000 70,455,000 特別簡易型 施工実績

115 2010101701 東土第131号 一般国道113号高架橋橋面舗装工事 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 H23.2.21 H23.3.1 83,700,000 87,885,000 特別簡易型 施工実績

116 2010101741 東土第137号 主要地方道新潟新発田村上線（馬越跨線橋）橋梁補修工事 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 株式会社　本間組 H23.2.28 H23.3.8 59,300,000 62,265,000 特別簡易型 施工実績

117 2010101758 東土第133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　水倉組 H23.3.2 H23.3.11 158,200,000 166,110,000 特別簡易型 施工実績

118 2010101761 東土第135号 一般国道113号横土居バイパス舗装工事 契約課 北区 東部地域土木事務所 ほ装 ほ装 株式会社　水倉組 H23.3.2 H23.3.11 187,900,000 197,295,000 特別簡易型 施工実績

119 2010101763 東土第140号 3・4・513太平大淵線（県道区間）道路改良（その2）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　水倉組 H23.3.2 H23.3.11 189,000,000 198,450,000 特別簡易型 施工実績

120 2010101769 西土第135号 一般国道402号法面対策（A507）工事 契約課 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 H23.3.7 H23.3.15 44,300,000 46,515,000 特別簡易型 施工実績

121 2010101784 南下第14号 白根第1処理分区西1号幹線913～919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 H23.3.7 H23.3.14 84,200,000 88,410,000 特別簡易型 施工実績

122 2010101795 秋建第19号 本町10号線他道路改良工事 秋葉区 秋葉区 秋葉区建設課 ほ装 ほ装 株式会社　水倉組 H23.3.2 H23.3.9 40,900,000 42,945,000 特別簡易型 地域貢献度

123 2010101802 東下第66号 姥ヶ山排水区枝線713－1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 セミシールド・小口径推進（800mm未満） 永光建設　株式会社 H23.3.7 H23.3.14 11,600,000 12,180,000 特別簡易型 地域貢献度

124 2010101818 東土第142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 H23.3.14 H23.3.23 169,200,000 177,660,000 特別簡易型 施工実績

125 2010101835 秋建第23号 大安寺5号大関線道路改良（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 株式会社　飯野建設 H23.3.8 H23.3.17 37,300,000 39,165,000 特別簡易型 地域貢献度


