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2 建築住宅課 管 金島ふれあいセンター空調設備改修工事 金島ふれあいセンター 井口建設（株） R2.5.26 ～ R2.11.30 37,719,000 77

6 土木維持課 舗装 市道金井大野線(第2工区)鉄鋼スラグ対策工事 渋川市金井地内 ホクブ（株） R2.6.25 ～ R3.3.19 221,771,000 82

7 都市政策課 舗装 渋川スカイランドパーク第3駐車場改修工事 渋川スカイランドパーク 瑞穂建設（株） R2.6.25 ～ R3.3.19 205,711,000 79

10 土木維持課 舗装 (仮称)釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事 渋川市北牧地内 樋口建設（株） R2.6.25 ～ R3.3.19 199,342,000 72

11 建築住宅課 管 渋川市立古巻小学校特別教室等空調設備整備工事 渋川市立古巻小学校 瑞穂建設（株） R2.6.19 ～ R2.12.11 30,250,000 78

12 建築住宅課 管 渋川市立長尾小学校特別教室等空調設備整備工事 渋川市立長尾小学校 （株）石関工務店 R2.6.19 ～ R2.12.11 43,824,000 81

13 建築住宅課 管 渋川市立豊秋小学校特別教室等空調設備整備工事 渋川市立豊秋小学校 日本燃設（株） R2.6.19 ～ R2.12.11 36,091,000 76

17 建築住宅課 防水 渋川市立北橘中学校屋内運動場屋根防水改修工事 渋川市立北橘中学校 岸防水工業（株） R2.5.26 ～ R2.9.30 6,831,000 73

18 都市政策課 造園 赤城健康公園改修工事 赤城健康公園 田子林業（株） R2.6.8 ～ R2.12.14 27,005,000 76

21 建築住宅課 防水 渋川市立金島中学校屋上防水改修工事 渋川市立金島中学校 南澤建設（株） R2.6.22 ～ R2.10.2 25,894,000 76

22 業務課 管 渋川(御蔭)地区給水整備2-2工区工事 渋川市渋川(御蔭)地内 （有）竹井設備 R2.6.1 ～ R2.10.26 8,250,000 65

24 業務課 水道施設
上信自動車道(渋川西バイパス)関連配水管整備2-2
工区工事

渋川市金井地内 （株）千明建設 R2.6.1 ～ R2.9.18 6,116,000 75

25 建築住宅課 建築一式 渋川市立橘小学校トイレ改修工事(建築主体工事) 渋川市立橘小学校 （株）フジ建装 R2.6.3 ～ R2.12.28 92,664,000 71

29 業務課 土木一式 公共下水道特環渋川汚水管布設工第10工区工事 渋川市行幸田地内 井口建設（株） R2.7.7 ～ R2.11.13 19,052,000 81

32 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第11工区工事 渋川市行幸田地内 松岡建設（株） R2.7.7 ～ R3.1.25 37,279,000 75

33 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第14工区工事 渋川市半田地内 金子建設（株） R2.7.7 ～ R3.1.8 26,510,000 74

34 業務課 土木一式 公共下水道特環渋川汚水管布設工第4工区工事 渋川市有馬地内 （株）阿藤工務店 R2.7.7 ～ R2.12.16 16,654,000 79

工　期

- 1 - 工事成績評定一覧（令和2年度）



契約
管理
番号

所管課 工　種 工　　　事　　　名 工 事 場 所 業 者 名 最終請負額 評点工　期

35 業務課 土木一式 公共下水道特環渋川汚水管布設工第2工区工事 渋川市有馬地内 （株）狩野組 R2.7.7 ～ R2.12.9 19,635,000 76

36 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第12工区工事 渋川市行幸田地内 （株）進和工業 R2.7.7 ～ R2.11.16 11,880,000 77

37 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第6工区工事 渋川市渋川(御蔭)地内 （株）小野組 R2.6.11 ～ R2.10.14 9,647,000 77

38 業務課 舗装 市道6-9061号線本復旧舗装工事
渋川市北橘町下南室地
内

（株）吉田組 R2.6.12 ～ R2.9.30 7,315,000 80

40 建築住宅課 建築一式 渋川市立北橘中学校コンテナ室改修工事 渋川市立北橘中学校 藤川建設（株） R2.6.19 ～ R2.11.30 10,186,000 76

41 建築住宅課 建築一式 渋川市立橘北小学校コンテナ室改修工事 渋川市立橘北小学校 藤川建設（株） R2.6.19 ～ R2.11.30 8,547,000 75

42 建築住宅課 建築一式 渋川市立橘小学校コンテナ室改修工事 渋川市立橘小学校 藤川建設（株） R2.6.22 ～ R2.11.30 9,218,000 73

44 土木維持課 舗装 市道5-7523号線外2路線舗装補修工事
渋川市赤城町津久田地
内

田子林業（株） R2.6.12 ～ R2.9.30 6,688,000 78

46 土木維持課 舗装 市道5-7536号線外1路線舗装補修工事
渋川市赤城町津久田地
内

敷島緑化（有） R2.6.12 ～ R2.9.23 5,434,000 73

49 教育総務課 建築一式
渋川市立三原田小学校外2校防火シャッター危害防
止機構取付工事

渋川市立三原田小学校
外2校

藤川建設（株） R2.6.19 ～ R2.9.30 5,445,000 74

52 建築住宅課 建築一式
渋川市立渋川北小学校外4施設防火シャッター危害
防止機構取付工事

渋川市立渋川北小学校
外4施設

カーリット産業（株） R2.6.19 ～ R2.9.30 5,214,000 73

53 業務課 土木一式 特環下水道取付管設置工事（その7） 渋川市吹屋地内 （株）島田建設工業 R2.6.15 ～ R2.10.30 6,468,000 78

55 業務課 管 渋川(御蔭)地区給水整備2-1工区工事 渋川市渋川(御蔭)地内 関東管鉄工業（株） R2.6.22 ～ R2.10.6 5,005,000 77

56 業務課
機械器具
設置

真壁排水処理施設曝気装置修繕工事 真壁排水処理施設
住友重機械エンバイロメ
ント（株）　群馬営業所

R2.6.24 ～ R3.2.26 5,940,000 68

60 業務課 管 祖母島(神田原)地区給水整備工事 渋川市祖母島地内 関東管鉄工業（株） R2.7.6 ～ R2.11.4 8,976,000 67

62 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第15工区工事 渋川市半田地内 （株）小野組 R2.7.6 ～ R3.1.22 8,723,000 74

64 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第10工区工事 渋川市行幸田地内 （有）長谷昌組 R2.8.3 ～ R3.1.12 13,189,000 70
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65 業務課 土木一式 公共下水道特環渋川汚水管布設工第6工区工事 渋川市有馬地内 （株）阿藤工務店 R2.8.3 ～ R3.1.29 19,217,000 75

66 業務課
機械器具
設置

渋川9号井ポンプ更新工事 渋川市有馬地内
新生電設（株）　渋川
営業所

R2.8.3 ～ R3.1.29 10,978,000 76

67 業務課 水道施設 特環渋川汚水管布設第6工区関連配水管整備工事 渋川市有馬地内 （有）狩野工業 R2.7.10 ～ R3.2.26 6,138,000 74

68 業務課 土木一式 公共下水道特環渋川汚水管布設工第5工区工事 渋川市有馬地内 （株）狩野組 R2.8.3 ～ R3.1.22 12,518,000 74

69 土地改良課 土木一式 久保地区農作業道整備工事 渋川市中郷地内 （株）島田建設工業 R2.8.3 ～ R3.3.31 25,839,000 76

71 業務課 土木一式 公共下水道特環渋川汚水管布設工第8工区工事 渋川市有馬地内 角田建設（株） R2.8.3 ～ R3.2.14 16,643,000 76

72 業務課 土木一式 公共下水道特環渋川汚水管布設工第1工区工事 渋川市有馬地内 （株）小野組 R2.8.3 ～ R3.1.20 23,199,000 75

73 業務課 水道施設 公共渋川汚水管布設第15工区関連配水管整備工事 渋川市半田地内 金子建設（株） R2.7.10 ～ R3.3.12 6,512,000 73

74 建築住宅課 建築一式 渋川市役所本庁舎床改修工事 渋川市役所本庁舎 藤川建設（株） R2.7.8 ～ R2.12.28 5,918,000 75

78 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第4工区工事 渋川市金井地内 鈴木興業（株） R2.8.3 ～ R3.1.18 17,875,000 74

79 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第5工区工事 渋川市金井地内 宮本建設工業（株） R2.8.3 ～ R3.1.12 15,312,000 69

80 業務課 土木一式 公共下水道特環渋川汚水管布設工第3工区工事 渋川市有馬地内 幸野建設（有） R2.8.3 ～ R2.12.18 12,221,000 80

84 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第1工区工事 渋川市金井地内 （株）千明建設 R2.8.3 ～ R3.1.13 21,109,000 73

85 業務課 土木一式 公共下水道特環渋川汚水管布設工第9工区工事 渋川市行幸田･有馬地内 井口建設（株） R2.8.3 ～ R3.1.15 22,649,000 81

86 土木維持課 土木一式 市道山ノ手線融雪施設更新工事
渋川市伊香保町伊香保
地内

ホクブ（株） R2.8.26 ～ R3.3.29 89,848,000 75

87 業務課 水道施設 特環渋川汚水管布設第8工区関連配水管整備工事 渋川市有馬地内 （株）小野組 R2.7.17 ～ R3.3.12 7,535,000 76

90 業務課 管 津久田地区給水整備2-2工区工事
渋川市赤城町津久田地
内

（有）角田設備 R2.7.20 ～ R2.11.6 6,523,000 77
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91 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第9工区工事 渋川市石原地内 （株）昌栄 R2.8.25 ～ R3.1.29 16,368,000 76

93 土木管理課 土木一式 市道6-4062号線道路改良工事 渋川市北橘町真壁地内 （有）長谷昌組 R2.7.30 ～ R3.3.23 7,040,000 76

96 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第2工区工事 渋川市金井地内 （株）フジ建装 R2.8.25 ～ R3.1.20 18,920,000 72

97 業務課 電気 渋川地区ＰＣＢ機器更新工事
渋川市金井・渋川(上郷)
地内

（有）野村電気工事 R2.9.8 ～ R3.1.29 11,605,000 79

98 建築住宅課 建築一式 市営住宅大中子団地3号棟外壁断熱等改修工事 市営住宅大中子団地 シンワ産業（有） R2.8.26 ～ R3.1.29 29,040,000 78

99 建築住宅課 建築一式 渋川市消防団第11分団詰所兼車庫新築工事 渋川市渋川(御蔭)地内 瑞穂建設（株） R2.9.8 ～ R3.3.19 37,180,000 79

100 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第16工区工事 渋川市半田地内 大弘工業（有） R2.7.30 ～ R2.11.18 10,186,000 75

102 土木管理課 土木一式 市道1-5595号線道路改良工事 渋川市金井地内 （有）坂之下 R2.8.21 ～ R3.3.10 8,998,000 72

105 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第3工区工事 渋川市金井地内 （株）進和工業 R2.8.21 ～ R3.1.22 10,351,000 74

107 業務課
機械器具
設置

公北マンホールポンプ交換工事
渋川市北橘町分郷八崎･
八崎地内

（株）環境保全セン
ター　渋川支店

R2.8.24 ～ R3.1.29 6,501,000 78

108 土木維持課 土木一式 市道芳ヶ沢線側溝整備工事
渋川市赤城町北赤城山
地内

（有）狩野土木 R2.8.21 ～ R3.1.26 5,225,000 73

111 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第13工区工事 渋川市半田地内 金子建設（株） R2.9.9 ～ R3.2.16 18,865,000 74

112 業務課
機械器具
設置

中井配水場配水ポンプ更新工事 渋川市中郷地内
藤田エンジニアリング
（株）　渋川営業所

R2.9.9 ～ R3.2.26 15,730,000 74

115 業務課 水道施設
上信自動車道(渋川西バイパス)関連配水管整備2-
1-2工区工事

渋川市渋川(入沢)地内 今井鉄工（株） R2.8.25 ～ R3.3.15 9,031,000 74

116 業務課 舗装 行幸田地区舗装復旧2-1工区工事 渋川市行幸田地内 井口建設（株） R2.9.17 ～ R3.1.20 14,025,000 81

117 業務課
機械器具
設置

村上浄水場緩速撹拌機更新工事 渋川市村上地内
藤田エンジニアリング
（株）　渋川営業所

R2.9.17 ～ R3.2.26 19,690,000 75

120 建築住宅課 建築一式 渋川市消防団第14分団詰所改修工事 渋川市消防団第14分団 （株）今井工務店 R2.8.31 ～ R2.12.18 9,317,000 81
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121 土木維持課 土木一式 市道敷島北上野線側溝整備工事
渋川市赤城町北上野地
内

（株）鳥山組 R2.8.31 ～ R3.2.15 7,227,000 73

128 業務課 水道施設 八木原地区老朽鋳鉄管布設替工事 渋川市八木原地内 金子建設（株） R2.10.8 ～ R3.3.25 31,207,000 77

129 土木維持課 土木一式 市道勝保沢中野窪線側溝整備工事
渋川市赤城町勝保沢地
内

望月総合開発（有） R2.9.7 ～ R3.2.10 5,401,000 73

133 土木管理課 土木一式 市道八幡愛宕線道路改良工事
渋川市北橘町分郷八崎
地内

（有）長谷昌組 R2.9.9 ～ R3.3.12 11,044,000 79

135 土地改良課 舗装 古巻中部地区(有馬)農道舗装工事 渋川市有馬地内 （株）阿藤工務店 R2.9.7 ～ R3.1.20 5,236,000 75

136 業務課 舗装 上白井地区舗装復旧工事 渋川市上白井地内 （株）島田建設工業 R2.10.8 ～ R3.2.12 14,069,000 76

138 土木維持課 舗装 市道大規模線舗装補修工事
渋川市赤城町津久田地
内

田子林業（株） R2.9.9 ～ R2.12.22 6,952,000 78

139 土木維持課 舗装 市道金井伊香保線舗装補修工事 渋川市金井地内 カーリット産業（株） R2.9.9 ～ R2.12.22 6,963,000 72

140 土木維持課 舗装 市道塩川線舗装補修工事 渋川市村上地内 朝比奈土建工業（株） R2.9.9 ～ R2.12.17 6,424,000 75

141 土木維持課 舗装 市道北町竹ノ原線舗装補修工事 渋川市北橘町八崎地内 角田建設（株） R2.9.9 ～ R2.12.14 5,291,000 74

142 土木維持課 舗装 市道6-4128号線外1路線舗装新設工事 渋川市北橘町真壁地内 （株）吉田組 R2.9.9 ～ R3.1.26 7,986,000 76

143 業務課 舗装 公共下水道特環渋川舗装復旧工第7工区工事 渋川市行幸田地内 井口建設（株） R2.10.8 ～ R3.2.22 12,859,000 79

144 業務課 水道施設 中郷地区配水管布設替工事 渋川市中郷地内 （株）石関工務店 R2.10.8 ～ R3.3.19 14,773,000 71

145 業務課 水道施設 半田地区老朽鋳鉄管布設替工事 渋川市半田地内 金子建設（株） R2.9.24 ～ R3.1.20 9,669,000 74

146 土地改良課
機械器具
設置

八木沢立坑配水管布設替及び貯水槽防水工事 渋川市小野子地内
藤田エンジニアリング
（株）　渋川営業所

R2.10.8 ～ R3.3.17 19,800,000 77

147 土木維持課 舗装 市道味噌野相之沢橋線舗装補修工事
渋川市北橘町上箱田地
内

（株）狩野組 R2.10.8 ～ R3.2.8 13,299,000 76

148 建築住宅課
機械器具
設置

北橘温泉ばんどうの湯真空式温水器更新工事 北橘温泉ばんどうの湯
（株）ヤマト　渋川営業
所

R2.10.8 ～ R3.3.12 14,707,000 77
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149 建築住宅課 管 渋川市社会福祉センター受水槽更新工事 渋川市社会福祉センター 今井鉄工（株） R2.10.8 ～ R3.2.19 11,979,000 76

153 都市政策課 水道施設 渋川市総合公園送水ポンプ設置工事 渋川市総合公園 金子建設（株） R2.9.24 ～ R3.3.31 9,229,000 71

154 土木管理課 土木一式 市道2-2137号線道路改良工事
渋川市伊香保町伊香保
地内

（株）千明建設 R2.10.14 ～ R3.3.29 5,786,000 74

156 業務課 舗装 公共下水道公共渋川舗装復旧工第5工区工事 渋川市石原地内 井口建設（株） R2.9.18 ～ R3.1.12 5,214,000 80

157 業務課 舗装 公共下水道特環渋川舗装復旧工第1工区工事 渋川市有馬地内 （株）小野組 R2.9.24 ～ R3.1.18 8,470,000 74

159 業務課 水道施設 入沢浄水場機器改修工事 渋川市渋川(入沢)地内 瑞穂建設（株） R2.10.8 ～ R3.3.5 13,200,000 77

160 業務課 舗装 公共下水道特環渋川舗装復旧工第4工区工事 渋川市有馬地内 （株）阿藤工務店 R2.9.18 ～ R2.12.18 5,159,000 74

161 土木維持課 土木一式 祖母島地内防火水槽設置工事 渋川市祖母島地内 宮本建設工業（株） R2.9.24 ～ R3.2.22 7,964,000 74

164 建築住宅課 管 渋川市立豊秋小学校受水槽更新工事 渋川市立豊秋小学校 日本燃設（株） R2.10.27 ～ R3.3.17 11,880,000 78

166 業務課
機械器具
設置

渋川市水沢水質管理センター曝気攪拌機交換工事
渋川市水沢水質管理セン
ター

（株）吾妻水質管理セ
ンター　渋川支店

R2.10.9 ～ R3.3.10 8,910,000 74

168 業務課 管 真壁地区給水整備工事 渋川市北橘町真壁地内 （有）マサオ設備工業 R2.10.6 ～ R3.3.1 8,965,000 73

169 業務課 舗装 横堀地区舗装復旧工事 渋川市横堀地内 樋口建設（株） R2.10.6 ～ R3.1.18 6,039,000 71

170 業務課
機械器具
設置

赤城3号井ポンプ更新工事
渋川市赤城町溝呂木地
内

（株）ヤマト　渋川営業
所

R2.10.6 ～ R3.3.12 7,315,000 79

175 土木維持課 土木一式 市道伊熊浅田線側溝補修工事 渋川市上白井地内 （株）兵藤工務店 R2.10.8 ～ R3.3.16 5,599,000 74

177 都市政策課 管 坂東橋緑地公園トイレ改修工事 坂東橋緑地公園 （株）昌栄 R2.10.8 ～ R3.3.8 8,415,000 74

178 業務課
機械器具
設置

公伊湯-8マンホールポンプ交換工事
渋川市伊香保町伊香保
地内

藤田エンジニアリング
（株）　渋川営業所

R2.10.30 ～ R3.3.10 9,900,000 72

179 土木維持課 土木一式 赤城町樽地区防火水槽設置工事 渋川市赤城町樽地内 望月総合開発（有） R2.10.19 ～ R3.2.26 8,283,000 74
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181 建築住宅課 防水 渋川市小野上行政センター屋上防水改修工事
渋川市小野上行政セン
ター

岸防水工業（株） R2.10.13 ～ R3.3.16 5,764,000 74

182 建築住宅課 管 渋川市赤城総合運動自然公園空調設備等改修工事
渋川市赤城総合運動自
然公園

（有）東山電氣 R2.10.19 ～ R3.2.26 9,944,000 78

184 土木維持課 土木一式 市道1-2519号線外1路線道路拡幅工事 渋川市行幸田地内 （株）小野組 R2.10.19 ～ R3.3.16 5,456,000 75

187 建築住宅課 電気 渋川市役所本庁舎非常用発電機設置工事 渋川市役所本庁舎 宮川電気工業（株） R2.11.12 ～ R3.3.31 27,742,000 78

188 建築住宅課 防水 渋川市子育て支援総合センター屋上防水改修工事
渋川市子育て支援総合セ
ンター

岸防水工業（株） R2.10.19 ～ R3.1.29 5,619,900 74

190 土木維持課 舗装 市道6-6188号線舗装補修工事
渋川市北橘町分郷八崎
地内

（有）長谷昌組 R2.10.19 ～ R3.2.26 5,643,000 75

192 業務課 舗装 真壁地区舗装復旧工事 渋川市北橘町真壁地内 （株）吉田組 R2.10.19 ～ R3.2.10 8,998,000 78

199 土木維持課 土木一式 村上地内防火水槽設置工事 渋川市村上地内 （有）佐藤設備 R2.10.26 ～ R3.3.10 9,834,000 74

200 土木維持課 土木一式 諏訪用水路整備工事 渋川市金井地内 宮本建設工業（株） R2.10.26 ～ R3.3.31 7,062,000 71

201 業務課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第19工区工事 渋川市金井地内 幸野建設（有） R2.11.19 ～ R3.3.17 14,674,000 77

202 土木管理課 土木一式 八木原地区防火水槽設置工事 渋川市八木原地内 （株）小野組 R2.11.5 ～ R3.3.19 8,162,000 75

210 農林課 舗装 林道峠山線舗装補修工事 渋川市村上地内 朝比奈土建工業（株） R2.11.5 ～ R3.3.25 9,251,000 73

215 業務課 水道施設 渋川(並木町)地区老朽鋳鉄管布設替工事 渋川市渋川(並木町)地内 瑞穂建設（株） R2.12.10 ～ R3.3.22 12,958,000 74

219 農林課 土木一式 林道奥子持線護岸補修工事 渋川市中郷地内 （株）兵藤工務店 R2.11.18 ～ R3.3.31 8,415,000 74

222 業務課 水道施設 真壁地区配水管布設替工事 渋川市北橘町真壁地内 （有）マサオ設備工業 R2.11.12 ～ R3.2.15 5,291,000 72

230 業務課 水道施設 金井地区配水管布設工事 渋川市金井地内 （株）千明建設 R2.12.1 ～ R3.3.8 5,456,000 73

232 建築住宅課 建築一式 渋川市役所本庁舎自動ドア改修工事 渋川市役所本庁舎 シンワ産業（有） R2.12.3 ～ R3.3.10 5,247,000 77
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236 建築住宅課 建築一式 渋川市役所本庁舎ほか網戸設置工事 渋川市役所本庁舎ほか （株）今井工務店 R2.11.27 ～ R3.3.19 6,886,000 80

239 建築住宅課
機械器具
設置

SUNおのがみ給水ポンプユニット交換工事 SUNおのがみ
藤田エンジニアリング
（株）　渋川営業所

R2.11.27 ～ R3.3.19 5,500,000 75

244 建築住宅課 塗装 渋川市立金島小学校外壁改修工事 渋川市立金島小学校 岸防水工業（株） R2.12.15 ～ R3.3.22 9,614,000 75

繰1 建築住宅課 建築一式
(仮称)アレルギー対応給食センター・東部学校給食
共同調理場新築工事(建築主体工事)

渋川市赤城町三原田・上
三原田地内

（株）津久井工務店 R1.6.26 ～ R2.5.29 717,200,000 83

繰2 建築住宅課 管
(仮称)アレルギー対応給食センター・東部学校給食
共同調理場新築工事(空気調和設備工事)

渋川市赤城町三原田・上
三原田地内

（株）木暮組 R1.6.26 ～ R2.5.29 227,260,000 81

繰3 建築住宅課 管
(仮称)アレルギー対応給食センター・東部学校給食
共同調理場新築工事(給排水衛生設備工事)

渋川市赤城町三原田・上
三原田地内

藤田エンジニアリング
（株）　渋川営業所

R1.6.26 ～ R2.5.29 185,900,000 86

繰4 建築住宅課 電気
(仮称)アレルギー対応給食センター・東部学校給食
共同調理場新築工事(電気設備工事)

渋川市赤城町三原田・上
三原田地内

ＪＥＳＣＯ　ＳＵＧＡＹＡ
（株）

R1.6.26 ～ R2.5.29 160,358,000 81

繰6 建築住宅課
機械器具
設置

渋川市営伊香保ロープウェイ客車更新工事
渋川市営伊香保ロープ
ウェイ

安全索道株式会社 R1.6.25 R3.3.17 90,189,000 77

繰7 土木維持課 土木一式 竹の原橋補修工事 渋川市北橘町八崎地内 角田建設（株） R1.8.20 ～ R2.6.30 90,145,000 79

繰11 水道課 水道施設 県道道路整備関連(伊香保地区)配水管整備工事
渋川市伊香保町伊香保
地内

井口建設（株） R1.8.29 ～ R3.3.26 65,813,000 81

繰12 下水道課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第13工区工事 渋川市渋川(入沢)地内 （株）進和工業 R1.8.2 ～ R2.5.20 5,115,000 76

繰19 建築住宅課 土木一式
(仮称)アレルギー対応給食センター・東部学校給食
共同調理場新築工事(外構工事)

渋川市赤城町三原田・上
三原田地内

（株）齋藤土建 R1.11.1 ～ R2.7.17 72,710,000 80

繰21 土木管理課 土木一式 北橘町真壁地区防火水槽設置工事 渋川市北橘町真壁地内 （有）マサオ設備工業 R1.10.4 ～ R2.5.29 8,041,000 76

繰22 水道課 水道施設 半田地区老朽鋳鉄管布設替工事 渋川市半田地内 瑞穂建設（株） R1.11.12 ～ R2.6.30 68,838,000 80

繰24 土木維持課 土木一式 市道1-4020号線側溝改修工事 渋川市渋川(坂下町)地内 （株）千明建設 R1.11.5 ～ R2.7.31 18,425,000 76

繰27 水道課 水道施設 中郷(加生)地区配水管布設替工事 渋川市中郷地内 （株）島田建設工業 R1.12.3 ～ R2.4.7 14,212,000 76

繰29 地域総務課 土木一式 上白井中組ミニ公園災害復旧工事 渋川市上白井地内 荒木設備（有） R1.12.4 ～ R2.5.29 9,394,000 74
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繰30 下水道課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第16工区工事
渋川市伊香保町伊香保
地内

幸野建設（有） R1.12.10 ～ R2.7.20 6,369,000 76

繰31 都市計画課 舗装 利根川河川敷公園園路復旧工事 利根川河川敷公園 （株）吉田組 R1.12.10 ～ R2.5.29 5,280,000 77

繰32 土木維持課 舗装 市道3-2228号線災害復旧工事 渋川市村上地内 （株）佐藤建設工業 R2.1.23 R2.6.30 8,844,000 75

繰34 土木管理課 土木一式 伊香保地区外環道路整備工事（ゼロ市債）
渋川市伊香保町伊香保
地内

ホクブ（株） R2.3.2 R2.9.4 36,784,000 81

繰35 土木維持課 土木一式 市道6-5007号線排水路整備工事(ゼロ市債)
渋川市北橘町分郷八崎
地内

（株）狩野組 R2.3.2 R2.10.7 12,760,000 78

繰36 土木維持課 土木一式 八崎・分郷八崎地区水路補修工事(ゼロ市債)
渋川市北橘町八崎・分郷
八崎地内

（株）フジ建装 R2.3.2 R2.9.30 11,187,000 76

繰39 建築住宅課 建築一式 渋川市子持公民館別館改修工事(建築工事) 渋川市吹屋地内 （株）石関工務店 R2.3.12 R2.9.4 38,522,000 80

繰40 建築住宅課 管 渋川市子持公民館別館改修工事(機械設備工事) 渋川市吹屋地内 樋口建設（株） R2.3.12 R2.9.4 34,936,000 76

繰41 建築住宅課 電気 渋川市子持公民館別館改修工事(電気設備工事) 渋川市吹屋地内 東明電気工事（株） R2.3.12 R2.9.4 21,956,000 82

繰42 建築住宅課 管 伊香保公民館別館空調設備改修工事(ゼロ市債) 伊香保公民館 ホクブ（株） R2.3.12 R2.9.4 42,394,000 79

繰43 建築住宅課 管 渋川市立橘小学校プール循環配管改修工事 渋川市立橘小学校 （有）狩野工業 R2.3.11 R2.6.30 13,486,000 80

繰45 土地改良課 土木一式 長井小川田地区施設災害復旧工事
渋川市赤城町長井小川
田地内

（有）狩野土木 R2.3.6 R2.5.31 6,952,000 75

繰46 土木維持課 土木一式 市道宮田坂線災害復旧工事 渋川市赤城町宮田地内 （株）鳥山組 R2.3.6 R2.9.4 9,999,000 79

繰47 建築住宅課 管
渋川市北橘行政センター冷暖房用空冷式チラー交
換工事

渋川市北橘行政センター シンワ産業（有） R2.3.18 R2.6.30 5,445,000 76

繰50 建築住宅課
機械器具
設置

渋川市営伊香保ロープウェイ支索交換及びキャリア
整備工事(ゼロ市債)

渋川市営伊香保ロープ
ウェイ

安全索道株式会社 R2.4.3 R3.3.17 79,695,000 77

繰51 建築住宅課 防水 渋川市子持社会体育館屋根防水改修工事 渋川市子持社会体育館 （株）兵藤工務店 R2.5.15 R2.10.30 21,373,000 78

繰52 建築住宅課 建築一式 渋川市立金島小学校トイレ改修工事(建築主体工事) 渋川市立金島小学校 南澤建設（株） R2.4.22 R2.12.28 92,609,000 75
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繰53 建築住宅課 電気 渋川市立金島小学校トイレ改修工事(電気設備工事) 渋川市立金島小学校 （株）山東電気工業所 R2.4.22 R2.12.28 13,904,000 75

繰54 建築住宅課 管 渋川市立金島小学校トイレ改修工事(機械設備工事) 渋川市立金島小学校 日本燃設（株） R2.4.22 R2.12.28 59,829,000 79

繰55 建築住宅課 建築一式
渋川市立三原田小学校トイレ改修工事(建築主体工
事)

渋川市立三原田小学校 （株）南雲建設 R2.4.22 R2.12.28 95,392,000 81

繰56 建築住宅課 電気
渋川市立三原田小学校トイレ改修工事(電気設備工
事)

渋川市立三原田小学校 （有）東山電氣 R2.4.22 R2.12.28 12,826,000 81

繰57 建築住宅課 管
渋川市立三原田小学校トイレ改修工事(機械設備工
事)

渋川市立三原田小学校 （株）木暮組 R2.4.22 R2.12.28 51,546,000 77

繰59 建築住宅課 電気 渋川市立橘小学校トイレ改修工事(電気設備工事) 渋川市立橘小学校 （有）生方電気 R2.4.22 ～ R2.12.28 11,385,000 80

繰60 建築住宅課 管 渋川市立橘小学校トイレ改修工事(機械設備工事) 渋川市立橘小学校 今井鉄工（株） R2.4.22 ～ R2.12.28 48,081,000 80

繰62 土木管理課 土木一式 市道1-1566号線道路改良工事(その2) 渋川市八木原地内 金子建設（株） R1.10.10 ～ R2.11.24 74,294,000 81
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