総合評価の評価対象から除外する工事一覧
No

契約年月日

工事番号

平成28年４月１日以降の公告で適用
工事名

受注者
株式会社清水新星

１ 平成20年７月３日 道改地第2-13号

県道高知南インター線道路改築（坂本橋下部工P3）工事

２ 平成20年７月３日 床上第1-921号

萩谷川床上浸水対策特別緊急工事

３ 平成20年７月３日 床上第1-003号

萩谷川床上浸水対策特別緊急工事

４ 平成20年７月16日 広域基幹第7-1-12号

国分川広域河川改修工事

５ 平成20年７月30日 床上第1-005号

萩谷川（新町川防潮水門）床上浸水対策特別緊急工事

６ 平成20年８月７日 道改国第7-6号

国道494号道路改築工事

株式会社晃立

７ 平成20年８月18日 道交第22-011-1号

県道石鎚公園線地方道路交付金（長沢トンネル）工事

晃立・竹内特定建設工事共同企業体
（株式会社晃立、協業組合竹内・新輝）

８ 平成20年８月18日 道改国第1-1-5号

国道195号道路改築工事

南国建興株式会社

９ 平成20年８月21日 道改国第1-2-1号

国道195号道路改築工事

ジョウトク建設株式会社

10 平成20年８月21日 道改国第1-1-25号

国道195号道路改築工事

新洋共英株式会社
（現：大旺新洋株式会社）

11 平成20年８月21日 連立関公第1-9号

都市計画道路はりまや町一宮線連続立体交差関連公共施設整備工事

新進建設株式会社

12 平成20年８月21日 道改国第1-1-9号

国道195号道路改築（布師田大橋下部工A1～P3）工事

入交・宮田特定建設工事共同企業体
（入交建設株式会社、杉本・宮田建設株式会社）

13 平成20年９月４日 広域基幹（総）第4-925号

日下川（戸梶川）広域河川改修調整池掘削（５）工事

ミタニ建設工業株式会社

14 平成20年10月７日 広域基幹第7-1-7号

国分川広域河川改修（川原田堰下部工）工事

株式会社田邊建設

15 平成20年10月９日 道改地第4-2号

県道窪川船戸線道路改築工事

須工ときわ株式会社

16 平成20年10月14日 道交第22-023-1号

県道中平檮原線地方道路交付金（初瀬トンネル）工事

17 平成20年10月14日 道改国（債）第4-1-1号

国道441号道路改築（網代トンネル第１工区）工事

18 平成20年11月６日 道改地第2-8号

県道高知南インター線道路改築（坂本橋下部工P2）工事

19 平成20年11月10日 道交第21-018-1号

県道庄田伊野線地方道路交付金工事

20 平成20年12月10日 道改国第1-2-5号

国道195号道路改築工事

21 平成20年12月18日 床上第1-011号

萩谷川床上浸水対策特別緊急工事

22 平成21年１月13日 道改地第2-7号

県道高知南インター線道路改築（絶海池橋下部工P1～P5）工事

23 平成21年１月29日 農基（債）第795-5号

船谷地区ため池等整備堤体工事

24 平成21年２月27日 交安地第24-021-1号

県道窪川船戸線交通安全施設等整備工事

青木建設株式会社

25 平成21年７月23日 道改国第6-7号

国道494号道路改築工事

株式会社晃立

26 平成21年８月６日 道改国第1-1-3号

国道195号道路改築工事

入交建設株式会社

27 平成21年９月３日 道改国第1-2-2号

国道195号道路改築工事

ジョウトク建設株式会社

28 平成21年９月３日 道改国第6-8号

国道494号道路改築工事

株式会社晃立

29 平成21年９月11日 道改地第1-1-1号

県道高知東インター線道路改築工事

四国開発株式会社

30 平成21年９月29日 道改国第1-1-4号

国道195号道路改築工事

大旺新洋・清水新星特定建設工事共同企業体
（大旺新洋株式会社、株式会社清水新星）

31 平成21年９月29日 道交地（交安）第24-013-1号

県道田村高須線地域活力基盤創造交付金工事

藤本建設株式会社

32 平成21年10月８日 広域基幹第7-1-3号

国分川広域河川改修工事

株式会社竹内建設
（現：協業組合竹内・新輝）

33 平成21年10月８日 広域基幹第10-1-3号

神田川広域河川改修工事

ミタニ建設工業株式会社

34 平成21年10月８日 高知高潮第4-5号

国分川高潮対策工事

新進建設株式会社

35 平成21年10月８日 住促街第1-1号

都市計画道路はりまや町一宮線住宅宅地関連公共施設整備工事

福留開発株式会社

36 平成21年11月19日 道改国（債）第4-2-2号

国道441号道路改築（１号函渠）工事

豚座建設株式会社

37 平成22年８月25日 和食ダム第1-6号

和食ダム付替道路工事

ミタニ建設工業株式会社

38 平成22年９月３日 道交国（改築）第21-063-3号

国道195号地域活力基盤創造交付金工事

大旺新洋株式会社高知土木本店

39 平成22年９月３日 道交国（改築）第21-063-4号

国道195号地域活力基盤創造交付金工事

株式会社清水新星

40 平成22年９月８日 道交地（改築）第21-003-6号

県道高知空港インター線地域活力基盤創造交付金工事

協業組合竹内・新輝

福留・龍生特定建設工事共同企業体
（福留開発株式会社、株式会社龍生）
ミタニ・天将土木特定建設工事共同企業体
（ミタニ建設工業株式会社、株式会社天將土木）
株式会社竹内建設
（現：協業組合竹内・新輝）
大旺建設株式会社高知本店
（現：大旺新洋株式会社高知土木本店）

ミタニ・須工ときわ・岩井特定建設工事共同企業体
（ミタニ建設工業株式会社、須工ときわ株式会社、岩井建設株式会社）
新進・藤本・伊与田特定建設工事共同企業体
（新進建設株式会社、藤本建設株式会社、株式会社伊与田組）
新洋共英株式会社
（現：大旺新洋株式会社高知土木本店）
ミタニ・田中特定建設工事共同企業体
（ミタニ建設工業株式会社、田中建設株式会社）
南国建興株式会社
轟・田邊特定建設工事共同企業体
（株式会社轟組、株式会社田邊建設）
入交・福留開発特定建設工事共同企業体
（入交建設株式会社、福留開発株式会社）
大旺・四国開発特定建設工事共同企業体
（大旺新洋株式会社、四国開発株式会社）

41 平成22年９月８日 道交地（改築）第21-014-101号 県道高知東インター線地域活力基盤創造交付金工事

四国開発株式会社

42 平成22年９月30日 高知高潮第1-2号

新進建設株式会社

国分川高潮対策工事

43 平成22年10月13日 道交地（1.5車）第21-018-01号 県道庄田伊野線地域活力基盤創造交付金工事
44 平成22年10月14日 道交国（改築）第21-064-1号

国道439号地域活力基盤創造交付金（仮称仲井谷トンネル）工事

45 平成22年10月14日 道交地（改築）第21-021-1号

県道窪川船戸線地域活力基盤創造交付金（岩土トンネル）工事

46 平成22年11月１日 港高潮第2-1号

奈半利港海岸高潮工事

47 平成22年11月１日 道交国（改築）第31-005-11号 国道439号地域活力基盤創造交付金工事

株式会社生田組
ミタニ・福留開発・晃立特定建設工事共同企業体
（ミタニ建設工業株式会社、福留開発株式会社、株式会社晃立）
須工ときわ・青木・杉本土建特定建設工事共同企業体
（須工ときわ株式会社、青木建設株式会社、杉本土建株式会社）
株式会社轟組
株式会社田邊建設

49 平成22年12月22日 道交地（改築）第21-060-1号

豚座・土居・新谷特定建設工事共同企業体
（豚座建設株式会社、株式会社土居建設、新谷建設株式会社）
大旺新洋・入交・新進・竹内・新輝特定建設工事共同企業体
県道高知南インター線地域活力基盤創造交付金（五台山トンネル）工事

50 平成23年１月７日 道交地（改築）第21-017-3号

県道春野赤岡線地域活力基盤創造交付金（文庫鼻トンネル）工事

51 平成23年１月７日 道交地（改築）第21-058-1号

県道高知空港インター線地域活力基盤創造交付金工事

52 平成23年３月11日 ため池第3013-201号

山株地区ため池等整備堤体工事

53 平成23年３月16日 高知高潮第1-7号

国分川高潮対策工事

須工ときわ株式会社

54 平成23年３月18日 道交国（改築）第21-026-3号

国道439号地域活力基盤創造交付金（落合トンネル）工事

四国開発・関西土木・長重建設特定建設工事共同企業体
（四国開発株式会社、現：関西新洋西山株式会社、株式会社長重建設）

48 平成22年12月22日 道交国（改築）第31-020-2号

国道441号地域活力基盤創造交付金（川登トンネル）工事

（大旺新洋株式会社、入交建設株式会社、新進建設株式会社、協業組合竹内・新輝）

清水新星・杉本サンコウ特定建設工事共同企業体
（株式会社清水新星、杉本・宮田建設株式会社）
入交・ジョウトク特定建設工事共同企業体
（入交建設株式会社、ジョウトク建設株式会社）
生田・藤田特定建設工事共同企業体
（株式会社生田組、株式会社藤田建設）

※評価の詳細については「高知県土木部における総合評価方式に関する取扱要領」(平成19年３月20日付け18高建管第831号土木部長通知)を参照。

