
工事種別

工事の業種

1 国土交通省北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2) 新潟港(西港地区)港内
ポンプ浚渫約50,000m2（約70,000m3）
工事発注規模：1億5,000万円以上2億5,000万円未満、
総合評価落札方式

約7ヶ月 一般競争入札 港湾等しゅんせつ工事 第2四半期

2 国土交通省北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設排砂管敷設工事 新潟県新潟市東区船江町1丁目地先

排砂管敷設約910m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材約250t
工事発注規模：2億5,000万円以上6億9,000万円未満、
総合評価落札方式

約15ヶ月 一般競争入札 港湾等しゅんせつ工事 第2四半期

3 国土交通省北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 新潟港(西港地区)道路(トンネル)右岸擁壁改良工事 新潟県新潟市東区桃山町２丁目地先

擁壁工約90m、付工1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼管約5t、アスファルト約10t
工事発注規模：3,700万円未満、総合評価落札方式

約6ヶ月 一般競争入札 空港等土木工事 第2四半期

4 国土交通省北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 新潟港東港出張所屋上改修工事 新潟県新潟市北区太郎代
塔屋撤去1式
工事発注規模：3,000万円未満、総合評価落札方式

約5ヶ月 一般競争入札 建築工事 第2四半期

5 国土交通省北陸地方整備局 新潟港湾空港技術調査事務所 第2変電所受電高圧ケーブル取替工事 新潟県新潟市中央区入船町4丁目3778
受電高圧ケーブルの取替(埋設)1式
工事発注規模：3,000万円未満、総合評価落札方式

約4ヶ月 一般競争入札 電気設備工事 第3四半期

6 国土交通省北陸地方整備局 新潟港湾空港技術調査事務所 庁舎照明器具取替工事 新潟県新潟市中央区入船町4丁目3778
新潟港湾空港技術調査事務所庁舎内の照明器具取替1
式
工事発注規模：3,000万円未満、総合評価落札方式

約5ヶ月 一般競争入札 電気設備工事 第2四半期

7 新潟県 土木部 営繕課 新潟みなとトンネル右岸立坑施設空調設備更新工事 新潟市東区 空気調和設備 約5ヶ月 通常型指名競争入札 管 第３四半期 【6月7日 追加】

8 新潟県 土木部 営繕課 新潟港（西港区）中４号上屋改修工事 新潟市中央区
屋根・外壁改修工事
RC造 1階建 3,396㎡

約7ヶ月 通常型指名競争入札 建築一式 第２四半期

9 新潟県
新潟地域振興局 新潟港湾事務
所

新潟港(東港区)新潟東港鉄道分岐器部分交換等保守工事 新潟市北区太田 分岐器部分交換　１式 10ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第２四半期

10 新潟県
新潟地域振興局 新潟港湾事務
所

新潟港（東港区）南浜防波堤（１）消波工その３工事 新潟市北区太夫浜 消波ブロック製作据付　L=35m 9ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第２四半期

11 新潟県
新潟地域振興局 新潟港湾事務
所

新潟港（東港区）臨港道路中央ふ頭（西）3号道路改良その２工
事

新潟市北区太郎代 道路改良　L=310m 6ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第３四半期

12 新潟県
新潟地域振興局 新潟港湾事務
所

新潟港（西港区）万代島臨港道路１号線他区画線補修工事 新潟市中央区万代島ほか 区画線設置　１式 2ヶ月 通常型指名競争入札 塗装 第２四半期 追加

13 新潟県
新潟地域振興局 新潟港湾事務
所

新潟港（西港区）廃棄物埋立護岸管理土砂桝築堤付帯その３
工事

新潟市中央区西船見町 築堤嵩上げ工　１式 8ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第２四半期

新潟県新潟市内における工事の発注見通し

No 発注機関 担当部・事務所 工事名 工事場所 工事概要 工期 入札契約方式 備考入札予定時期

新潟県　〔 7月　時点〕

国土交通省 北陸地方整備局　〔 7月 1日　時点〕
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工事種別

工事の業種

14 新潟県 柏崎地域振興局 地域整備部
柏崎港　地域活性化推進事業　柏崎海浜公園（番神）整備工
事

柏崎市番神
土工　1式
植栽工　1式

4ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第３四半期

15 新潟県 柏崎地域振興局 地域整備部 柏崎港　県単港湾修繕　マリーナ波除堤上部工補修工事 柏崎市　東の輪町 波除堤上部工補修　N=1式 約4ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第２四半期 追加

16 新潟県 柏崎地域振興局 地域整備部 柏崎港　県単維持管理費　海洋性廃棄物焼却施設解体工事 柏崎市　安政町 焼却炉解体　N=1式 約6ヶ月 通常型指名競争入札 解体 第２四半期 追加

工事種別

工事の業種

17 新潟県 村上地域振興局 地域整備部 岩船港　港整備交付金　道路（１号）橋梁補修工事 村上市岩船 断面修復工・ひび割れ補修工1式 6ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第２四半期

18 新潟県 村上地域振興局 地域整備部 岩船港　県単港湾浚渫整備　泊地浚渫工事 村上市岩船 泊地浚渫　V=1,000m3 4ヶ月 通常型指名競争入札 しゅんせつ 第３四半期

19 新潟県 村上地域振興局 地域整備部
岩船港　防災安全交付金(改修浚渫重点)　波浪観測装置更新
工事

村上市岩船 波浪計更新　1式 6ヶ月 通常型指名競争入札 とび・土工・コンクリート 第２四半期

20 新潟県 村上地域振興局 地域整備部
岩船港瀬波海岸（中央広場）地域活性化推進事業植栽整備工
事

村上市瀬波温泉 植栽工整備　A=2,000m2 6ヶ月 通常型指名競争入札 造園 第２四半期 予定時期変更

21 新潟県 村上地域振興局 地域整備部
岩船港瀬波海岸（南広場）地域活性化推進事業階段工設置工
事

村上市瀬波温泉 階段工設置　N=1基 5ヶ月 通常型指名競争入札 とび・土工・コンクリート 第２四半期 予定時期変更

新潟県柏崎市内における工事の発注見通し

No 発注機関 担当部・事務所 工事名 工事場所 工事概要 工期 入札契約方式 入札予定時期 備考

新潟県　〔 7月　時点〕

新潟県　〔 7月　時点〕

新潟県村上市内における工事の発注見通し

No 発注機関 担当部・事務所 工事名 工事場所 工事概要 工期 入札契約方式 入札予定時期 備考
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工事種別

工事の業種

22 新潟県 糸魚川地域振興局 地域整備部 【総合評価】姫川港 西ふ頭岸壁(-11m)ケーソン据付工事 糸魚川市寺島 ケーソン据付　N=4函 約9ヶ月 制限付き一般競争入札 土木一式 第２四半期
予定時期の変更6
月7日公表

23 新潟県 糸魚川地域振興局 地域整備部 【総合評価】姫川港 西ふ頭泊地浚渫・運搬工事 糸魚川市寺島 浚渫　V=25,000m3 約10ヶ月 制限付き一般競争入札 土木一式 第３四半期 6月7日公表

24 新潟県 糸魚川地域振興局 地域整備部 姫川港 東ふ頭岸壁(-5m)ケーソン据付工事 糸魚川市寺島 ケーソン据付　N=4函 約9ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第２四半期
予定時期の変更6
月7日公表

25 新潟県 糸魚川地域振興局 地域整備部 姫川港 東ふ頭岸壁(-5m)上部工工事 糸魚川市寺島 上部工　L=30m 約6ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第２四半期
予定時期の変更6
月7日公表

26 新潟県 糸魚川地域振興局 地域整備部 姫川港 東ふ頭物揚場（-2.5m）整備工事 糸魚川市寺島 物揚場工　L=50m 約6ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第３四半期 6月7日公表

27 新潟県 糸魚川地域振興局 地域整備部 姫川港 東ふ頭護岸基礎工事 糸魚川市寺島 基礎工　L=35m 約6ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第３四半期 6月7日公表

28 新潟県 糸魚川地域振興局 地域整備部 姫川港 東ふ頭防波堤消波ブロック製作・据付工事 糸魚川市寺島 ブロック製作･据付　N=150個 約8ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第３四半期 6月7日公表

29 新潟県 糸魚川地域振興局 地域整備部 姫川港海岸（青海・寺地地区） 消波ブロック製作工事 糸魚川市寺島 ブロック製作N=100個 約4ヶ月 通常型指名競争入札 とび・土工・コンクリート 第３四半期 6月7日公表

工事種別

工事の業種

30 新潟県
上越地域振興局 直江津港湾事
務所

直江津港 東ふ頭ガントリークレーン1号機解体工事 上越市黒井 クレーン解体　1式 約7ヶ月 制限付き一般競争入札 機械器具設置 第２四半期 追記

31 新潟県
上越地域振興局 直江津港湾事
務所

直江津港 沖防波堤災害復旧工事 上越市黒井 上部工　1式 約7ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第２四半期 追記

32 新潟県
上越地域振興局 直江津港湾事
務所

直江津港 県単港湾修繕費　泊地（－10m）浚渫工事 上越市直江津 浚渫工　1式 約6ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第２四半期

33 新潟県 糸魚川地域振興局 地域整備部 【総合評価】姫川港 西ふ頭岸壁(-11m)ケーソン製作工事 上越市大字黒井 ケーソン製作　N=3函 約9ヶ月 制限付き一般競争入札 土木一式 第３四半期 6月7日公表

入札契約方式 入札予定時期 備考

新潟県糸魚川市内における工事の発注見通し

No 発注機関 担当部・事務所 工事名 工事場所 工事概要 工期 入札契約方式 入札予定時期 備考

担当部・事務所 工事名 工事場所 工事概要 工期

新潟県　〔 7月　時点〕

新潟県　〔 7月　時点〕

新潟県上越市内における工事の発注見通し

No 発注機関
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工事種別

工事の業種

34 新潟県
佐渡地域振興局 地域整備部
（港湾空港庁舎）

【総合評価】両津港海岸（原黒地区）潜堤工事 佐渡市原黒 潜堤工　１式 約7ヶ月 制限付き一般競争入札 土木一式 第４四半期

35 新潟県
佐渡地域振興局 地域整備部
（港湾空港庁舎）

両津港（夷地区）北埠頭２号岸壁被覆防食工事 佐渡市両津夷 防食工　１式 約5ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第３四半期

36 新潟県
佐渡地域振興局 地域整備部
（港湾空港庁舎）

小木港（元小木地区）遊歩道転落防止柵修繕工事 佐渡市小木 転落防止柵　１式 約5ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第２四半期 追加

37 新潟県
佐渡地域振興局 地域整備部
（港湾空港庁舎）

小木港（南地区）防波堤（波除）工事 佐渡市小木町 防波堤工　１式 約7ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第２四半期

38 新潟県
佐渡地域振興局 地域整備部
（港湾空港庁舎）

小木港（羽茂地区）臨港道路工事 佐渡市羽茂大橋 道路工　１式 約4ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第３四半期

39 新潟県
佐渡地域振興局 地域整備部
（港湾空港庁舎）

小木港（羽茂地区）船揚場工事 佐渡市羽茂大橋 船揚場工　１式 約4ヶ月 通常型指名競争入札 土木一式 第３四半期 予定時期を変更

工事種別

工事の業種

40 国土交通省北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 新潟港(東港地区)西防波堤消波工事 新潟県北蒲原郡聖籠町東港4丁目地内

消波ブロック製作50t型約150個
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート(21-8-40)約3,000m3
工事発注規模：9,000万円以上1億5,000万円未満、総合
評価落札方式

約6ヶ月 一般競争入札 港湾土木工事 第2四半期

41 新潟県
新潟地域振興局 新潟港湾事務
所

新潟港(東港区)東５号緑地植栽工事 聖籠町大字蓮野ほか 植栽工　１式 4ヶ月 通常型指名競争入札 造園 第２四半期

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し

No 発注機関 担当部・事務所 工事名 工事場所 工事概要 工期 入札契約方式 入札予定時期 備考

国土交通省 北陸地方整備局　〔 7月 1日　時点〕

新潟県　〔 7月　時点〕

新潟県　〔 7月　時点〕

新潟県北蒲原郡聖籠町内における工事の発注見通し

No 発注機関 担当部・事務所 工事名 工事場所 工事概要 工期 入札契約方式 入札予定時期 備考

4 / 4 


