
請負金額（円） 評定点

関山地区田切鳶岩用水災害復旧工事 関山 ㈱野本組 24,417,300 77

防災行政無線等（同報系）デジタル化工事 市内一円
パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン㈱関越社 765,353,020 76

十三川水系流雪溝整備工事 学校町 岡田土建工業㈱ 52,869,240 83

郷田切橋橋梁架替工事 二俣、田切 ㈱ピーエス三菱新潟営業所 107,800,200 83

道の駅あらい道路整備工事 長森 ㈱野本組 38,470,680 80

市道駅前通り3号線道路管理工事 上中村新田 ㈱マルモト 1,965,600 79

市道川上西中通線道路改良工事 川上 ㈱野本組 6,872,040 81

市道宮内小学校線道路改良工事 宮内 信越工業㈱ 16,449,480 80

ガス水道管布設工事 栗原 ㈲金子設備工業所 2,201,040 75

新井小学校普通教室冷房設備設置・電気設備工事 白山町 ㈱西脇電気商会 8,542,800 79

新井北小学校普通教室冷房設備設置・電気設備工事 栗原 ㈱野口電気 9,978,120 76

新井中央小学校普通教室冷房設備設置・電気設備工事 諏訪町 ㈱西脇電気商会 24,698,520 75

妙高小学校普通教室冷房設備設置・電気設備工事 関山 ㈱ホソノ電気トータス 14,294,880 77

妙高高原北小学校普通教室冷房設備設置・電気設備工事 田切 ㈱ホソノ電気トータス 11,973,960 76

妙高高原北小学校普通教室冷房設備設置・機械設備工事 田切 ㈱雲田商会 12,212,640 75

新井中学校普通教室冷房設備設置・電気設備工事 錦町 ㈱山本電気 34,647,480 75

妙高高原中学校普通教室冷房設備設置・機械設備工事 関川 中電産業㈱ 10,044,000 75

妙高高原こども園冷房設備設置・電気設備工事 田口 東北新井電工㈱ 16,696,800 75

杉野沢高区配水池防護柵設置工事 杉野沢 ㈲山﨑産業 5,316,840 75

市道姫川原菅沼線道路管理工事 小出雲 ㈱山﨑建設 4,874,040 77

市道上百々西線道路管理工事 上百々 ㈲保坂建設 2,138,400 75

市道稲塚広島線道路管理工事 月岡 ㈱保坂組 3,672,000 75

市道十日市飛田新田線道路改良工事 飛田新田他 ㈱保坂組 7,971,480 79

道の駅あらい防災広場整備工事 長森 ㈱保坂組 82,900,400 77

道の駅あらい駐車場整備工事 長森 信越工業㈱ 69,174,600 84

ガス水道管布設替工事 二俣 中電産業㈱ 14,202,000 77

市道総合文化ホール線他消雪井戸更新工事 上町 ㈱保坂組 30,516,480 83
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水道管移設工事 川上 中電産業㈱ 1,728,000 75

道の駅あらい道路整備工事 長森 ㈱保坂組 57,236,300 76

十三川水系流雪溝整備工事 学校町 岡田土建工業㈱ 48,452,800 79

矢代コミュニティセンター外壁等塗装工事 志 ㈲田中塗装 4,417,200 79

市道新井高田線道路改良工事 大崎町 ㈱若嶋組 22,102,300 78

道の駅あらい農業振興施設新築・建築工事 長森 山﨑・野本特定共同企業体 288,200,000 75

道の駅あらい農業振興施設新築・電気設備工事 長森 西脇・野口・山本特定共同企業体 58,727,900 76

道の駅あらい農業振興施設新築・機械設備工事 長森
雲田商会・セイコースミダ・新井
設備工業所特定共同企業体 90,666,400 75

市道岡崎新田雪森線道路管理工事 雪森 ㈱保坂組 9,373,320 75

市道石塚小出雲線道路管理工事 中川 ㈱野本組 7,090,200 79

市道田切新赤倉温泉線道路管理工事 田切 中電産業㈱ 5,892,480 75

市道田口中央線道路管理工事 田口 ㈱野本組 9,552,600 76

関山駅駐車場他舗装修繕工事 関山 ㈱野本組 7,779,240 78

高床山森林公園駐車場側トイレ改修工事 姫川原 ㈱雲田商会 9,155,160 75

市道関山桶海線道路管理工事 上中村新田 岡田土建工業㈱ 3,024,000 75

市道二俣１号線道路改良工事 二俣 ㈱和信建設 13,984,300 75

市道石塚小出雲線消雪井戸更新工事 石塚町 ㈱樗沢組 37,335,100 78

市道小出雲学校町線他消雪パイプ更新工事 学校町 岡田土建工業㈱ 38,572,600 81

新井総合公園広場整備工事 錦町 岡田土建工業㈱ 17,769,400 76

市道長沢平丸線道路管理工事 下平丸 ㈲山﨑産業 4,567,200 76

ガス水道管布設工事 五日市 ㈲金子設備工業所 2,483,800 76

ガス水道管布設替工事 美守 中電産業㈱ 23,329,900 77

林道黒倉線改良工事 平丸 岡田土建工業㈱ 6,942,100 78

林道大毛無線改良工事 両善寺 岡田土建工業㈱ 11,586,300 77

赤倉体育センタートイレ改修・機械設備工事 二俣 中電産業㈱ 10,954,900 78

市道仲町小野沢線消雪井戸更新工事 関山 ㈱野本組 47,061,300 85

市道総合文化ホール線他消雪パイプ更新工事 上町 ㈱保坂組 13,526,700 83

東大江用水系流雪溝導水路整備工事 小出雲 ㈱栄信 2,794,000 75

関山地区天王清水用水路改修工事 関山 ㈱藤田建設 5,106,200 79

市営中川住宅１号棟消雪パイプ更新工事 中川 ㈱マルモト 7,709,900 76

けいなん総合病院病児保育施設改修・建築工事 田町 ㈱野本組 5,057,800 80

消火栓設置工事 関川 中電産業㈱ 2,102,100 77



市道稲塚広島線他道路管理工事 栗原他 ㈱野本組 3,356,100 76

市道横見世荻平線他流雪溝整備工事 姫川原 ㈱山﨑建設 8,493,100 79

水道管布設工事 雪森 ㈲金子設備工業所 11,998,800 81


