
平成２６年度　　新潟大学施設管理部　入札案件契約実績

分野 契約件名 契約方式
入札金額（円）

（税抜）
契約金額（円）
　　　　（税込）

契約日 契約業者名

工事 （旭町）中央機械室冷却水配管改修工事
一般競争
最低価格

8,780,000 9,482,400 H26.4.11 長沼冷暖房㈱

工事 （五十嵐）工学系Ａ２棟等空調設備改修工事
一般競争
最低価格

14,900,000 16,092,000 H26.5.13 ㈱繁原設備工業

工事 （旭町）中央機械室ボイラー用煙突とりこわし工事
一般競争
最低価格

18,000,000 19,440,000 H26.5.14 ㈱小飯田工業

工事 （旭町）歯学系校舎Ｂ棟等歯科実習ガス設備改修工事
一般競争
最低価格

115,000,000 124,200,000 H26.5.19 川崎設備工業㈱

工事 （五十嵐）理学系校舎Ｃ１棟外階段階段昇降機設置工事
一般競争
最低価格

3,630,000 3,920,400 H26.5.22 中央エレベーター工業㈱

工事 （旭町）医歯学総合病院外来診療棟等非常呼出設備取設工事
一般競争
最低価格

5,550,000 5,994,000 H26.6.6 飯豊電設工業㈱

設計・コンサ
ルティング

（旭町）歯学系校舎Ｅ棟等改修（建築）実施設計業務
簡易公募型プロポーザル

（拡大）
16,500,000 17,820,000 H26.6.18 ㈱教育施設研究所

設計・コンサ
ルティング

（旭町）歯学系校舎Ｅ棟等改修（設備）実施設計業務
簡易公募型プロポーザル

（拡大）
11,000,000 11,880,000 H26.6.18 ㈱総合設備コンサルタント

工事 （旭町）医歯学総合病院東側市道拡幅に伴う工作物とろこわしその他工事
一般競争
最低価格

8,000,000 8,640,000 H26.7.4 ㈱長生園

工事 （旭町）患者用立体駐車場新営その他工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
540,000,000 583,200,000 H26.7.14 日成ビルド工業㈱

工事 （五十嵐）教育学系Ａ棟耐震改修工事
一般競争
最低価格

7,000,000 7,560,000 H26.7.17 ㈱青池工務店

工事 （五十嵐）教育学系Ｇ棟屋上防水改修工事
一般競争
最低価格

9,400,000 10,152,000 H26.7.24 日東成工㈱

工事 （旭町）医歯学総合病院西病棟１２階特別会議室改修工事
一般競争
最低価格

7,550,000 8,154,000 H26.7.24 興洋管建㈱

工事 （五十嵐）人文社会学系Ｃ棟耐震改修工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
63,000,000 68,040,000 H26.7.25 ㈱近藤組

工事 （五十嵐）大学会館２階トイレ改修機械設備工事
一般競争
最低価格

4,650,000 5,022,000 H26.7.29 ㈱カサイ

工事 （五十嵐）工学系校舎Ｂ棟等改修機械設備工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
184,900,000 199,692,000 H26.7.30 ㈱ナカムラ

工事 （五十嵐）工学系校舎Ｂ棟等改修電気設備工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
95,800,000 103,464,000 H26.7.31 ㈱ユアテック

工事 （五十嵐）大学会館２階トイレ改修工事
一般競争
最低価格

4,600,000 4,968,000 H26.7.31 ㈱カタプロ建設

工事 （旭町）保健学系Ｂ・Ｄ棟建具改良工事
一般競争
最低価格

5,950,000 6,426,000 H26.7.31 リフォームセンター㈱

工事 （旭町）医歯学総合病院中央診療棟ＰＥＴ－ＣＴ室改修機械設備工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
47,000,000 50,760,000 H26.8.1 ㈱関川水道

工事 （旭町）医歯学総合病院中央診療棟ＰＥＴ－ＣＴ室改修電気設備工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
10,800,000 11,664,000 H26.8.6 ㈱東港電機商会

工事 （五十嵐）工学系校舎Ｂ棟等改修工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
248,500,000 268,380,000 H26.8.12 ㈱吉原組

工事 （五十嵐）情報理工棟空調設備改修工事
一般競争
最低価格

6,600,000 7,128,000 H26.8.22 ㈱ケンオウ

工事 （旭町）遺伝子実験施設３階空調設備改修工事
一般競争
最低価格

15,700,000 16,956,000 H26.9.3 長沼冷暖房㈱

工事 （旭町）医歯学総合病院中央診療棟ＰＥＴ－ＣＴ室改修工事 随意契約 70,000,000 75,600,000 H26.9.10 ㈱朝妻組

設計・コンサ
ルティング

農学部佐渡演習林法面崩落部調査・設計業務 随意契約 6,900,000 7,452,000 H26.9.10 ㈱村尾技建

工事 （旭町）旧看護学校寄宿舎（高層棟）とりこわしその他工事
一般競争
最低価格

56,150,000 60,642,000 H26.9.12 中越環境開発㈱

工事 農学部佐渡演習林法面崩落部復旧工事 随意契約 9,000,000 9,720,000 H26.10.6 ㈱近藤組

工事 （旭町）医歯学総合病院基幹整備（中央監視設備）工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
+施工体制確認型

194,000,000 209,520,000 H26.11.14 ㈱日立製作所

設計・コンサ
ルティング

（旭町）課外活動施設新営（建築・設備）実施設計業務
簡易公募型プロポーザル

（拡大）
23,000,000 24,840,000 H26.11.27 ㈱教育施設研究所

工事 （旭町）歯学系Ｅ棟等改修電気設備工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
118,000,000 127,440,000 H26.11.28 星野電気㈱

工事 （旭町）医歯学総合病院西病棟防災系配電盤改修工事
一般競争
最低価格

10,500,000 11,340,000 H26.11.28 星野電気㈱

工事 （旭町）歯学系Ｅ棟等改修機械設備工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
+施工体制確認型

195,000,000 210,600,000 H26.12.10 ㈱関川水道

工事 （旭町）グラウンド整備その他工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
23,000,000 24,840,000 H26.12.11 長谷川体育施設㈱

工事 （旭町）歯学系Ｅ棟等改修その他工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
+施工体制確認型

492,000,000 531,360,000 H26.12.18 ㈱大石組

工事 （旭町）医歯学総合病院西病棟蒸気配管改修工事
一般競争
最低価格

9,600,000 10,368,000 H26.12.24 エアプラック㈱

工事 ドクターヘリ格納庫新営機械設備工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
12,400,000 13,392,000 H27.1.13 エアプラック㈱

工事 ドクターヘリ格納庫新営電気設備工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
32,900,000 35,532,000 H27.1.16 ㈱渡辺電気工業所

工事 ドクターヘリ格納庫新営工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
99,000,000 106,920,000 H27.1.19 ㈱平成建設

工事 （五十嵐）排水用ｐH計測装置取設工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
14,500,000 15,660,000 H27.1.19 ㈱関川水道

工事 （旭町）医歯学総合病院外来診療棟入退院センター改修その他工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
18,500,000 19,980,000 H27.1.19 ㈱カタプロ建設

工事 （五十嵐）トレーニング施設新営その他工事
一般競争

総合評価（実績評価型）
38,400,000 41,472,000 H27.1.20 ㈱吉原組

工事 （五十嵐）人文社会学系Ｅ棟１６０講義室照明設備改修工事 随意契約 4,000,000 4,320,000 H27.2.26 斎藤電設㈱

設計・コンサ
ルティング

（五十嵐）工学系Ｃ棟等改修（建築）実施設計業務
簡易公募型プロポーザル

（拡大）
13,000,000 14,040,000 H27.3.20 ㈱唯設計

設計・コンサ
ルティング

（五十嵐）工学系Ｃ棟等改修（設備）実施設計業務
簡易公募型プロポーザル

（拡大）
8,500,000 9,180,000 H27.3.23 ㈱総合設備コンサルタント


