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1 水道課 管 中原地区区画整理2工事関連給水管整備工事
渋川市赤城町津久田地
内

田子林業（株） H29.4.24 ～ H29.8.31 8,056,800 76

3 建築住宅課 管 徳冨蘆花記念文学館空気調和設備改修工事 徳冨蘆花記念文学館 （株）昌栄 H29.5.12 ～ H29.7.14 7,236,000 74

4 都市計画課 土木一式 市道1-2517号線道路改良工事 渋川市行幸田地内 井口建設（株） H29.5.25 ～ H30.3.26 88,797,600 76

7 建築住宅課 建築一式
渋川市立渋川南小学校屋内運動場非構造部材
改修工事

渋川市立渋川南小学校 （株）渋川工務店 H29.6.2 ～ H29.9.29 11,134,800 69

8 建築住宅課 管 渋川市立渋川南小学校空調設備整備工事 渋川市立渋川南小学校 今井鉄工（株） H29.6.12 ～ H29.9.29 51,580,800 78

10 建築住宅課 管 渋川市立渋川西小学校空調設備整備工事 渋川市立渋川西小学校 瑞穂建設（株） H29.6.2 ～ H29.9.29 44,085,600 75

11 建築住宅課 建築一式
渋川市立伊香保小学校屋内運動場非構造部材
改修工事

渋川市立伊香保小学校 シンワ産業（有） H29.5.25 ～ H29.9.29 8,197,200 75

12 建築住宅課 建築一式
渋川市立渋川西小学校屋内運動場非構造部材
改修工事

渋川市立渋川西小学校 （株）渋川工務店 H29.5.24 ～ H29.9.29 6,458,400 75

14 土木管理課 土木一式 市道木の間藤田線道路改良工事 渋川市小野子地内 朝比奈土建工業（株） H29.6.20 ～ H29.11.24 17,020,800 78

17 土木維持課 舗装 市道伊香保金井線舗装補修工事
渋川市伊香保町伊香保
地内

ホクブ（株） H29.6.7 ～ H29.9.29 6,004,800 74

21 水道課 水道施設 下南室地区配水管布設工事
渋川市北橘町下南室地
内

高橋水道（株） H29.6.20 ～ H29.11.10 22,280,400 77

22 水道課 水道施設
高渋バイパス（3期工区）関連送配水管整備第1
工区工事

渋川市有馬地内 井口建設（株） H29.6.20 ～ H30.1.31 35,769,600 76

25 建築住宅課 管
渋川市役所本庁舎吸収式冷温水機分解整備工
事

渋川市役所本庁舎 日本燃設（株） H29.7.4 ～ H29.11.10 39,765,600 75

27 土木維持課 舗装 市道有馬五輪平線支線舗装被覆工事 渋川市有馬地内 （株）阿藤工務店 H29.7.4 ～ H29.11.20 18,846,000 78

33 水道課 水道施設 渋川（裏宿・川原町）地区老朽鋳鉄管布設替工事
渋川市渋川（裏宿・川原
町）地内

（株）小野組 H29.7.4 ～ H29.10.31 17,636,400 76

35 土木維持課 土木一式 渋川市立渋川北小学校校庭改修工事 渋川市立渋川北小学校 （株）千明建設 H29.6.23 ～ H30.1.9 33,577,200 76

38 教育総務課 土木一式 渋川市立子持中学校校庭改修工事 渋川市立子持中学校 （株）石関工務店 H29.6.23 ～ H30.1.9 48,038,400 79

39 下水道課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第7工区工事 渋川市金井地内 松岡建設（株） H29.7.4 ～ H30.1.9 27,669,600 74

42 水道課 水道施設
市道1-2517号線道路改良工事関連配水管整備
工事

渋川市行幸田地内 井口建設（株） H29.7.20 ～ H30.3.26 5,130,000 77

- 1 - 工事成績評定一覧（平成２９年度）



契約
管理
番号

所管課 工種 工事名 工事場所 業者名 工期
最終請負額

（円）
評点

44 水道課 水道施設
公共渋川汚水管布設関連配水管整備第11工区
工事

渋川市半田地内 金子建設（株） H29.7.20 ～ H30.1.31 5,767,200 75

46 防災安全課 電気通信
渋川市防災行政無線システム伊香保再々送信局
等移設工事

渋川市全域 宮川電気工業（株） H29.7.21 ～ H30.1.31 14,806,800 76

47 土木管理課 土木一式 市道三国線道路改良工事 渋川市行幸田地内 井口建設（株） H29.7.31 ～ H30.3.23 48,211,200 80

48 水道課 水道施設
特環渋川汚水管布設関連配水管整備第4工区工
事

渋川市有馬地内 （有）マサオ設備工業 H29.7.31 ～ H30.3.20 23,058,000 76

49 水道課 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） H29.7.31 ～ H30.1.31 36,136,800 76

50 下水道課 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 井口建設（株） H29.7.31 ～ H30.1.16 31,222,800 79

51 下水道課 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 （株）狩野組 H29.7.31 ～ H30.3.7 29,970,000 75

53 下水道課 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

渋川市半田地内 （有）長谷昌組 H29.7.31 ～ H29.12.14 11,502,000 79

54 下水道課 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･八木原地内 ホクブ（株） H29.7.31 ～ H30.3.2 51,235,200 75

56 水道課 水道施設
特環渋川汚水管布設関連配水管整備第1工区工
事

渋川市有馬地内 （有）狩野工業 H29.7.31 ～ H30.3.12 11,858,400 78

58 水道課 水道施設
特環渋川汚水管布設関連配水管整備第5工区工
事

渋川市有馬地内 ホクブ（株） H29.7.31 ～ H30.3.15 15,735,600 75

59 下水道課 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 金子建設（株） H29.7.31 ～ H30.3.12 33,382,800 76

61 下水道課 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 H29.7.31 ～ H30.2.6 19,234,800 77

62 下水道課 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）石関工務店 H29.7.31 ～ H30.2.28 28,576,800 75

67 下水道課 機械器具設置
下中郷地区農業集落排水処理施設沈殿槽汚泥
掻寄機修繕及び微細目スクリーン交換工事

下中郷地区農業集落排
水処理施設

環境システム（株）　渋川支
店

H29.8.3 ～ H29.11.30 6,264,000 73

72 建築住宅課 管
渋川市役所第二庁舎屋上防水改修工事（機械設
備工事）

渋川市役所第二庁舎 日本燃設（株） H29.8.4 ～ H30.1.31 18,262,800 75

73 下水道課 土木一式 公共下水道公共渋川汚水管布設工第8工区工事 渋川市渋川(御蔭)地内 朝比奈土建工業（株） H29.8.4 ～ H30.2.9 21,481,200 76

75 下水道課 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）千明建設 H29.8.4 ～ H30.3.1 26,805,600 75

78 下水道課 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 樋口建設（株） H29.8.4 ～ H30.2.28 25,758,000 76
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79 下水道課 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 鈴木興業（株） H29.8.4 ～ H30.2.9 32,605,200 76

80 下水道課 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

渋川市石原地内 井口建設（株） H29.8.4 ～ H30.2.9 22,356,000 78

81 下水道課 土木一式 公共下水道特環渋川汚水管布設工第7工区工事 渋川市有馬地内 松岡建設（株） H29.8.4 ～ H30.2.9 27,259,200 75

82 下水道課 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）進和工業 H29.8.4 ～ H30.2.23 14,547,600 74

83 水道課 水道施設
高渋バイパス（3期工区）関連送配水管整備第2
工区工事

渋川市行幸田地内 井口建設（株） H29.8.4 ～ H30.3.23 10,249,200 76

84 水道課 水道施設
公共渋川汚水管布設関連配水管整備第2工区工
事

渋川市金井地内 関東管鉄工業（株） H29.8.3 ～ H30.1.26 5,799,600 73

85 土木管理課 土木一式 市道1-5610号線道路改良工事 渋川市金井地内 宮本建設工業（株） H29.8.4 ～ H30.1.10 12,517,200 72

86 土木維持課 土木一式 滝坂橋補修工事 渋川市北橘町八崎地内 角田建設（株） H29.8.18 ～ H30.3.9 63,525,600 81

88 都市計画課 造園 溝呂木公園遊戯施設整備工事 溝呂木公園 （株）木暮組 H29.8.3 ～ H29.11.24 5,400,000 75

89 都市計画課 舗装
渋川市総合公園鶴の池周辺散策道舗装被覆工
事

渋川市総合公園 瑞穂建設（株） H29.8.4 ～ H29.11.27 14,094,000 78

96 建築住宅課 塗装
東町再開発住宅2号棟外壁改修及び屋根改修工
事

東町再開発住宅 （株）フジ建装 H29.9.11 ～ H29.11.30 14,407,200 75

97 水道課 機械器具設置 金井浄水場送水ポンプ更新工事 渋川市金井地内
新生電設（株）　渋川営業
所

H29.9.12 ～ H30.1.31 13,770,000 79

99 下水道課 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 金子建設（株） H29.9.6 ～ H30.2.23 16,718,400 75

100 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

渋川市行幸田地内 松岡建設（株） H29.9.6 ～ H30.1.24 11,091,600 75

101 下水道課 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 （株）島田建設工業 H29.9.6 ～ H30.3.15 35,240,400 75

103 下水道課 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 渋川市八木原地内 （株）阿藤工務店 H29.9.8 ～ H30.3.15 10,692,000 76

104 水道課 水道施設 浅田地区配水管布設工事 渋川市中郷地内 樋口建設（株） H29.9.12 ～ H30.2.23 13,802,400 77

105 水道課 舗装 西沢地区舗装復旧工事
渋川市伊香保町伊香保
地内

ホクブ（株） H29.9.11 ～ H29.11.24 6,922,800 76

107 水道課 管
公共渋川汚水管布設関連配水管整備第8工区工
事

渋川市渋川(御蔭)地内 （有）狩野工業 H29.9.12 ～ H30.3.9 11,286,000 76
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108 建築住宅課 管 渋川市北橘公民館空調設備改修工事 渋川市北橘公民館
藤田エンジニアリング（株）
渋川営業所

H29.9.6 ～ H29.11.30 15,195,600 73

109 土木維持課 舗装 市道辰巳町上郷線ほか1路線道路補修工事 渋川市渋川(辰巳町)地内 ホクブ（株） H29.9.8 ～ H29.11.30 7,084,800 76

111 都市計画課 舗装 三美が丘自然公園遊歩道舗装被覆工事 三美が丘自然公園 瑞穂建設（株） H29.9.8 ～ H29.11.20 6,739,200 79

112 下水道課 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 渋川市行幸田地内 （株）進和工業 H29.9.8 ～ H30.1.15 8,823,600 74

114 下水道課 管
伊香保地区下水道管渠長寿命化対策管渠改修
工事

渋川市伊香保町伊香保
地内

瑞穂建設（株） H29.9.8 ～ H30.3.16 18,813,600 77

116 水道課 電気 長井小川田配水池残留塩素計設置工事
渋川市赤城町長井小川
田地内

（株）ミゾロギ電機 H29.9.11 ～ H30.2.28 8,240,400 74

118 下水道課 機械器具設置 中子中継ポンプ場汚水配管交換工事
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

H29.9.8 ～ H30.1.15 5,940,000 73

119 農林課 舗装 林道諏訪平長坂線舗装補修工事
渋川市伊香保町伊香保
地内

井口建設（株） H29.9.6 ～ H30.1.30 17,204,400 76

120 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 高橋水道（株） H29.9.12 ～ H30.2.20 17,128,800 77

121 水道課 水道施設 有馬地区配水管布設工事 渋川市有馬地内 （株）小野組 H29.9.12 ～ H30.2.13 14,115,600 74

129 下水道課 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 金子建設（株） H29.9.28 ～ H29.12.11 13,921,200 75

131 下水道課 舗装 公共下水道特環渋川舗装復旧工第4工区工事 渋川市行幸田・有馬地内 （株）阿藤工務店 H29.9.28 ～ H29.12.11 10,486,800 75

133 下水道課 舗装 公共下水道特環渋川舗装復旧工第5工区工事 渋川市有馬地内 （株）小野組 H29.9.26 ～ H29.11.29 5,562,000 75

136 下水道課 舗装 公共下水道公共渋川舗装復旧工第1工区工事 渋川市渋川(御蔭)地内 （株）千明建設 H29.9.26 ～ H30.1.11 5,421,600 75

137 建築住宅課 防水
渋川市役所第二庁舎屋上防水改修工事(防水工
事)

渋川市役所第二庁舎 （株）フジ建装 H29.9.15 ～ H30.2.28 74,422,800 76

139 下水道課 舗装 公共下水道公共渋川舗装復旧工第4工区工事 渋川市半田地内 金子建設（株） H29.9.26 ～ H29.11.29 5,734,800 76

140 下水道課 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

渋川市半田地内 （株）進和工業 H29.9.26 ～ H30.2.2 6,890,400 76

142 建築住宅課 電気
渋川市北橘公民館舞台照明設備(調光装置)改修
工事

渋川市北橘公民館 （有）生方電気 H29.9.28 ～ H30.2.28 31,212,000 78

143 水道課 機械器具設置 入沢浄水場浄水設備改修工事 渋川市渋川(入沢)地内 （株）ヤマト　渋川営業所 H29.10.2 ～ H30.3.26 22,777,200 73
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144 水道課 管
特環渋川汚水管布設関連配水管整備第2工区工
事

渋川市有馬地内 （株）小野組 H29.9.20 ～ H30.2.28 7,549,200 75

146 水道課 舗装 渋川(上ノ町･川原町)地区舗装復旧工事
渋川市渋川(上ノ町･川原
町)地内

井口建設（株） H29.10.2 ～ H30.3.5 29,095,200 77

147 水道課 水道施設 日出島地区配水管布設工事 渋川市上白井地内 （株）島田建設工業 H29.10.2 ～ H30.2.23 11,502,000 75

149 下水道課 舗装 公共下水道特環渋川舗装復旧工第3工区工事 渋川市有馬地内 （株）狩野組 H29.9.28 ～ H30.1.9 13,510,800 76

150 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･
小室地内

角田建設（株） H29.9.28 ～ H30.3.20 28,339,200 74

151 下水道課 舗装 宮田地区舗装復旧工29-1工区工事 渋川市赤城町宮田地内 （株）齋藤土建 H29.9.28 ～ H30.3.16 18,986,400 75

152 下水道課 舗装 宮田地区舗装復旧工29-2工区工事 渋川市赤城町宮田地内 望月総合開発（有） H29.9.26 ～ H30.2.22 9,536,400 76

153 下水道課 舗装 宮田地区舗装復旧工29-3工区工事 渋川市赤城町宮田地内 （株）木暮組 H29.9.28 ～ H30.3.16 20,368,800 76

154 土木維持課 土木一式 伊香保町湯中子地内防火水槽設置工事
渋川市伊香保町湯中子
地内

（株）今井工務店 H29.9.20 ～ H30.3.16 7,797,600 77

155 下水道課 舗装 持柏木第2地区舗装復旧工29-1工区工事
渋川市赤城町持柏木･北
橘町上南室地内

（有）新井組 H29.9.27 ～ H30.3.16 9,601,200 75

156 下水道課 舗装 持柏木第2地区舗装復旧工29-2工区工事
渋川市赤城町持柏木･北
橘町上南室地内

（株）南雲建設 H29.9.28 ～ H30.3.16 23,576,400 77

157 下水道課 機械器具設置 宮田地区マンホールポンプ設備29-2工区工事 渋川市赤城町宮田地内 （株）ヤマト　渋川営業所 H29.10.16 ～ H30.2.28 12,625,200 76

158 下水道課 機械器具設置 宮田地区マンホールポンプ設備29-3工区工事 渋川市赤城町宮田地内
（株）環境保全センター　渋
川支店

H29.10.16 ～ H30.2.28 11,793,600 75

159 下水道課 機械器具設置
持柏木第1地区マンホールポンプ設備29-1工区
工事

渋川市赤城町持柏木地
内

（株）環境保全センター　渋
川支店

H29.10.16 ～ H30.2.28 12,301,200 75

160 下水道課 機械器具設置
持柏木第1地区マンホールポンプ設備29-2工区
工事

渋川市赤城町持柏木地
内

（株）ヤマト　渋川営業所 H29.10.16 ～ H30.2.28 13,575,600 76

161 下水道課 機械器具設置
持柏木第1地区マンホールポンプ設備29-3工区
工事

渋川市赤城町持柏木地
内

（株）環境保全センター　渋
川支店

H29.10.16 ～ H30.2.28 16,783,200 75

162 下水道課 舗装 持柏木第1地区舗装復旧工29-1工区工事
渋川市赤城町持柏木地
内

（株）齋藤土建 H29.9.28 ～ H30.3.16 26,622,000 76

163 下水道課 舗装 持柏木第1地区舗装復旧工29-2工区工事
渋川市赤城町持柏木地
内

（株）望月工務店 H29.9.28 ～ H30.3.16 26,470,800 77

164 下水道課 舗装 持柏木第1地区舗装復旧工29-3工区工事
渋川市赤城町持柏木地
内

望月建設（株） H29.9.28 ～ H30.3.16 26,028,000 76
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165 下水道課 機械器具設置 宮田地区マンホールポンプ設備29-1工区工事 渋川市赤城町宮田地内 （株）須田鉄工所 H29.10.16 ～ H30.2.28 11,566,800 76

166 下水道課 機械器具設置
持柏木第2地区マンホールポンプ設備29-1工区
工事

渋川市赤城町持柏木地
内

（株）環境保全センター　渋
川支店

H29.10.3 ～ H30.2.28 6,307,200 75

170 下水道課 土木一式
公共下水道公共渋川汚水管布設工第17工区工
事

渋川市石原地内 （有）ヤハタ総業 H29.10.3 ～ H30.1.22 5,680,800 73

171 下水道課 機械器具設置 農北箱マンホールポンプ交換工事
渋川市北橘町上箱田地
内

（株）環境保全センター　渋
川支店

H29.10.3 ～ H30.1.30 7,214,400 75

172 下水道課 機械器具設置 農北小-5マンホールポンプ交換工事 渋川市北橘町八崎地内
（株）環境保全センター　渋
川支店

H29.10.3 ～ H30.1.30 5,173,200 76

174 建築住宅課 機械器具設置 ＳＵＮおのがみ真空式温水機更新工事 ＳＵＮおのがみ
藤田エンジニアリング（株）
渋川営業所

H29.10.16 ～ H30.2.28 14,580,000 72

176 建築住宅課 建築一式
渋川市立橘北小学校屋内運動場非構造部材改
修工事

渋川市立橘北小学校 シンワ産業（有） H29.10.17 ～ H30.1.12 8,834,400 76

178 下水道課 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 渋川市金井地内 （株）阿藤工務店 H29.10.3 ～ H30.3.15 7,765,200 77

180 下水道課 機械器具設置
公共下水道公共渋川金井工区マンホールポンプ
設備工事

渋川市金井地内 （株）ヤマト　渋川営業所 H29.10.16 ～ H30.2.28 10,519,200 76

181 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 H29.10.16 ～ H30.1.9 10,195,200 75

183 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） H29.10.4 ～ H30.1.15 6,620,400 73

184 水道課 水道施設 樽地区送水管布設工事 渋川市赤城町樽地内 （株）木暮組 H29.10.16 ～ H30.3.8 12,852,000 77

185 下水道課 機械器具設置
上中郷地区農業集落排水処理施設沈殿槽汚泥
掻寄機修繕及び微細目スクリーン等交換工事

上中郷地区農業集落排
水処理施設

環境システム（株）　渋川支
店

H29.10.3 ～ H30.3.16 5,940,000 73

186 水道課 水道施設 渋川(御蔭)地区配水管布設工事 渋川市渋川(御蔭)地内 瑞穂建設（株） H29.10.16 ～ H30.3.8 9,450,000 75

187 土木維持課 土木一式 市道5-1019号線防火水槽新設工事 渋川市赤城町樽地内 望月総合開発（有） H29.10.4 ～ H30.1.15 9,158,400 73

189 土木管理課 石 市道日出島線道路改良関連工事 渋川市上白井地内 樋口建設（株） H29.10.3 ～ H30.2.9 7,938,000 76

190 建築住宅課 建築一式 渋川市総合公園陸上競技場管理棟新築工事 渋川市総合公園 シンワ産業（有） H29.10.17 ～ H30.2.2 19,342,800 76

200 建築住宅課 管 渋川市立古巻中学校下水道接続工事 渋川市立古巻中学校 瑞穂建設（株） H29.11.21 ～ H30.3.15 13,770,000 77

204 水道課 舗装 棚下地区舗装復旧工事 渋川市赤城町棚下地内 （株）茂木工事 H29.11.1 ～ H30.2.22 7,149,600 74
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205 建築住宅課 機械器具設置 渋川市営伊香保ロープウェイ整備工事
渋川市営伊香保ロープ
ウェイ

安全索道（株） H29.11.7 ～ H30.3.8 9,892,800 74

207 下水道課 舗装 公共下水道特環渋川舗装復旧工第8工区工事 渋川市有馬地内 （株）阿藤工務店 H29.11.1 ～ H30.1.23 8,715,600 75

209 下水道課 舗装 公共下水道公共渋川舗装復旧工第2工区工事 渋川市渋川(御蔭)地内 瑞穂建設（株） H29.11.21 ～ H30.3.5 16,729,200 74

210 下水道課 舗装 公共下水道特環渋川舗装復旧工第6工区工事 渋川市有馬地内 （株）狩野組 H29.11.21 ～ H30.2.16 9,763,200 75

212 建築住宅課 塗装
市営住宅伊香保炭附団地外壁及び屋根塗装工
事

市営住宅伊香保炭附団
地

（株）フジ建装 H29.11.1 ～ H30.2.15 11,448,000 76

215 土地改良課 土木一式 白井地区水路整備工事 渋川市白井地内 （有）後藤商事 H29.11.1 ～ H30.3.5 5,259,600 73

228 下水道課 舗装 公共下水道公共渋川舗装復旧工第3工区工事 渋川市金井地内 鈴木興業（株） H29.11.21 ～ H30.3.5 15,098,400 76

229 下水道課 舗装 公共下水道公共渋川舗装復旧工第6工区工事 渋川市金井地内 鈴木興業（株） H29.11.21 ～ H30.2.2 9,666,000 75

233 下水道課 舗装 公共下水道特環渋川舗装復旧工第2工区工事 渋川市有馬地内 （株）小野組 H29.11.1 ～ H30.1.23 8,640,000 75

234 下水道課 舗装 公共下水道公共渋川舗装復旧工第5工区工事 渋川市半田地内 金子建設（株） H29.11.1 ～ H30.1.23 9,990,000 74

235 水道課 舗装 有馬地区舗装復旧工事 渋川市有馬地内 （株）狩野組 H29.11.27 ～ H30.3.5 12,700,800 76

240 建築住宅課 建築一式 渋川市総合公園陸上競技場倉庫新築工事 渋川市総合公園 （株）フジ建装 H29.11.30 ～ H30.3.16 32,961,600 75

241 土木維持課 舗装 市道4-1010号線舗装補修工事 渋川市白井地内 樋口建設（株） H29.12.12 ～ H30.3.20 5,572,800 74

242 水道課 舗装 村上地区舗装復旧29-1工区工事 渋川市村上地内 朝比奈土建工業（株） H29.11.20 ～ H30.3.13 7,484,400 76

251 土地改良課 舗装 古巻中部地区農道整備工事 渋川市八木原地内 幸野建設（有） H29.11.30 ～ H30.2.28 5,086,800 74

254 建築住宅課 解体 旧渋川市立南雲小学校プール解体工事
渋川市赤城町長井小川
田地内

（有）斉藤建設興業 H29.12.13 ～ H30.3.16 10,659,600 73

256 土地改良課 しゅんせつ 茂沢ダム土砂浚渫工事 渋川市有馬地内 田子林業（株） H29.12.12 ～ H30.3.19 17,301,600 76

257 土地改良課 土木一式 持柏木地区水路整備工事
渋川市赤城町持柏木地
内

望月総合開発（有） H29.12.12 ～ H30.3.19 6,717,600 76

258 土地改良課 土木一式 有馬地区水路整備工事 渋川市有馬地内 松岡建設（株） H29.12.20 ～ H30.3.19 10,400,400 74
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268 土地改良課 土木一式 上信道(川島工区)関連農業用水管路布設替工事 渋川市川島地内 鈴木興業（株） H30.1.15 ～ H30.3.26 7,138,800 74

274 土木維持課 舗装 市道1-4265号線舗装被覆工事 渋川市渋川(上郷)地内 （株）津久井工務店 H30.1.15 ～ H30.3.30 5,648,400 76

繰5 水道課 水道施設
特環渋川汚水管布設関連配水管整備第1工区工
事

渋川市有馬･八木原地内 高橋水道（株） H28.9.1 ～ H29.5.31 22,690,800 76

繰6 都市計画課 土木一式 渋川市総合公園陸上競技場スタンド改修工事 渋川市総合公園 金子建設（株） H28.9.13 ～ H29.6.30 106,509,600 79

繰7 土木維持課 土木一式
渋川市立古巻中学校武道場建設工事（外構工
事）

渋川市立古巻中学校 （株）阿藤工務店 H28.9.8 ～ H29.5.31 22,680,000 75

繰8 水道課 水道施設
高渋バイパス（3期工区）関連送配水管整備第3
工区工事

渋川市行幸田地内 今井鉄工（株） H28.9.27 ～ H29.5.15 10,249,200 75

繰10 都市計画課 土木一式 渋川市総合公園陸上競技場グラウンド改修工事 渋川市総合公園 瑞穂建設（株） H28.10.31 ～ H29.8.29 89,694,000 77

繰11 都市計画課 電気 渋川市総合公園陸上競技場電気設備工事 渋川市総合公園 （有）堀地電気 H28.10.26 ～ H29.7.31 21,200,400 73

繰12 都市計画課 管
渋川市総合公園陸上競技場給排水設備改修工
事

渋川市総合公園 瑞穂建設（株） H28.10.26 ～ H29.7.31 29,872,800 77

繰13 下水道課 土木一式 宮田地区汚水管布設工28-1工区工事 渋川市赤城町宮田地内 （株）木暮組 H28.11.8 ～ H29.8.31 33,447,600 76

繰14 下水道課 土木一式 宮田地区汚水管布設工28-2工区工事 渋川市赤城町宮田地内 （有）赤城土建 H28.11.8 ～ H29.6.12 28,879,200 76

繰15 下水道課 土木一式 宮田地区汚水管布設工28-3工区工事 渋川市赤城町宮田地内 （株）齋藤土建 H28.11.8 ～ H29.6.30 32,216,400 75

繰16 下水道課 土木一式 宮田地区汚水管布設工28-4工区工事 渋川市赤城町宮田地内 （株）南雲建設 H28.11.8 ～ H29.4.28 30,542,400 76

繰17 下水道課 土木一式 宮田地区汚水管布設工28-5工区工事 渋川市赤城町宮田地内 田子林業（株） H28.11.8 ～ H29.5.31 33,426,000 74

繰18 下水道課 土木一式 持柏木第1地区汚水管布設工28-1工区工事
渋川市赤城町持柏木地
内

望月総合開発（有） H28.11.8 ～ H29.6.9 21,103,200 74

繰19 下水道課 土木一式 持柏木第1地区汚水管布設工28-2工区工事
渋川市赤城町持柏木地
内

（株）南雲建設 H28.11.8 ～ H29.4.28 39,722,400 77

繰20 下水道課 土木一式 持柏木第1地区汚水管布設工28-3工区工事
渋川市赤城町持柏木地
内

（株）齋藤土建 H28.11.8 ～ H29.6.30 27,529,200 73

繰21 下水道課 土木一式 持柏木第1地区汚水管布設工28-4工区工事
渋川市赤城町持柏木地
内

（株）木暮組 H28.11.8 ～ H29.6.30 36,147,600 75

繰22 下水道課 土木一式 持柏木第1地区汚水管布設工28-5工区工事
渋川市赤城町持柏木地
内

（株）木暮組 H28.11.8 ～ H29.6.30 41,850,000 78
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繰23 下水道課 土木一式 持柏木第1地区汚水管布設工28-6工区工事
渋川市赤城町持柏木地
内

（株）南雲建設 H28.11.8 ～ H29.5.31 26,535,600 76

繰24 下水道課 土木一式 持柏木第2地区汚水管布設工28-1工区工事
渋川市赤城町持柏木地
内

（有）新井組 H28.11.8 ～ H29.5.31 17,301,600 76

繰25 下水道課 土木一式 持柏木第2地区汚水管布設工28-2工区工事
渋川市赤城町持柏木地
内

（株）齋藤土建 H28.11.8 ～ H29.6.30 37,249,200 75

繰26 下水道課 土木一式 持柏木第2地区汚水管布設工28-3工区工事
渋川市赤城町持柏木･北
橘町上南室地内

望月建設（株） H28.11.8 ～ H29.5.31 23,490,000 71

繰27 水道課 管
持柏木第1地区汚水管布設工28-1工区関連配水
管整備工事

渋川市赤城町持柏木地
内

（株）木暮組 H28.10.26 ～ H29.6.9 5,032,800 74

繰28 水道課 管
持柏木第2地区汚水管布設工28-2工区関連配水
管整備工事

渋川市赤城町持柏木地
内

（有）狩野工業 H28.11.8 ～ H29.6.30 11,361,600 77

繰29 水道課 水道施設
宮田地区汚水管布設工28-4工区関連配水管整
備工事

渋川市赤城町宮田地内 （株）南雲建設 H28.10.26 ～ H29.4.28 6,847,200 76

繰33 水道課 管
宮田地区汚水管布設工28-5工区関連配水管整
備工事

渋川市赤城町宮田地内 田子林業（株） H28.11.11 ～ H29.5.31 7,862,400 75

繰34 水道課 水道施設
上信自動車道（川島28-3工区）関連配水管整備
工事

渋川市川島地内 今井鉄工（株） H28.11.11 ～ H29.6.30 10,033,200 74

繰40 下水道課 機械器具設置 宮田地区マンホールポンプ設備28-1工区工事 渋川市赤城町宮田地内 （株）ヤマト　渋川営業所 H28.12.2 ～ H29.4.28 16,977,600 75

繰41 下水道課 機械器具設置 宮田地区マンホールポンプ設備28-2工区工事 渋川市赤城町宮田地内
（株）環境保全センター　渋
川支店

H28.12.2 ～ H29.6.12 20,822,400 76

繰42 土木維持課 土木一式 (仮称)北橘運動場野球場芝等植生工事 渋川市北橘町八崎地内 （株）吉田組 H28.12.9 ～ H29.9.29 53,956,800 78

繰43 下水道課 土木一式
上信道バイパス工事関連（川島地区）汚水管布
設替工事

渋川市川島地内 鈴木興業（株） H28.12.13 ～ H29.5.31 9,320,400 74

繰45 土木維持課 土木一式 平成28年災道路災害復旧事業第3号 渋川市渋川（入沢）地内 松岡建設（株） H29.1.13 ～ H29.6.15 7,840,800 76

繰46 都市計画課 舗装
渋川市総合公園駐車場（南、北、歩道）・野球場
周回歩道舗装被覆工事

渋川市総合公園 ホクブ（株） H29.2.6 ～ H29.7.14 23,457,600 76

繰47 土木管理課 土木一式 市道三国線三国橋改修工事 渋川市行幸田地内 井口建設（株） H29.2.6 ～ H29.7.7 18,684,000 75

繰51 土木維持課 土木一式 平成28年災河川災害復旧事業第6号 渋川市上白井地内 飯塚緑地（株） H29.2.28 ～ H29.7.7 7,430,400 75

繰55 建築住宅課 管
渋川市民会館大ホール系統空気調和設備熱交
換器冷温水コイル交換工事

渋川市民会館 日本燃設（株） H29.4.24 ～ H29.10.6 10,368,000 73
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