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2 建築住宅課 管 伊香保公民館本館空調設備整備工事 伊香保公民館本館 ホクブ（株） R1.5.27 ～ R1.9.13 26,740,800 77 

3 建築住宅課 建築一式 渋川市役所本庁舎市民ホール改修工事 渋川市役所本庁舎 （株）今井工務店 H31.4.24 ～ R1.7.31 9,838,800 76 

12 都市計画課 舗装 渋川スカイランドパーク第1駐車場改修工事 渋川スカイランドパーク 瑞穂建設（株） R1.6.26 ～ R2.3.18 285,780,000 81 

15 土木維持課 舗装 市道金井大野線(第1工区)鉄鋼スラグ対策工事 渋川市金井地内 ホクブ（株） R1.6.26 ～ R2.3.18 168,366,000 80 

19 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）狩野組 R1.6.19 ～ R1.12.9 24,475,000 74 

20 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 （株）小野組 R1.6.19 ～ R2.1.6 21,901,000 74 

23 教育総務課 建築一式
渋川市立長尾小学校外1校防火シャッター危害防止
機構取付工事

渋川市立長尾小学校外
１校

（株）渋川工務店 R1.5.29 ～ R1.9.11 7,862,400 69 

24 水道課 舗装 半田地区舗装復旧工事 渋川市半田地内 金子建設（株） R1.6.12 ～ R1.9.20 8,035,200 79 

25 土木維持課 土木一式 市道6-4150号線路肩補修工事 渋川市北橘町真壁地内 （有）マサオ設備工業 R1.6.12 ～ R2.1.7 8,998,000 72 

29 土木管理課 土木一式 市道中郷小浅田線道路改良工事 渋川市中郷地内 （株）兵藤工務店 R1.7.10 ～ R2.2.5 19,162,000 72 

31 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） R1.7.10 ～ R2.1.31 15,356,000 74 

37 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）フジ建装 R1.7.10 ～ R1.12.17 19,151,000 71 

38 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 渋川市渋川（御蔭）地内 瑞穂建設（株） R1.7.10 ～ R1.12.2 21,406,000 76 

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6工区工事 渋川市金井地内 （株）千明建設 R1.7.10 ～ R2.1.14 21,813,000 75 

40 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 （株）阿藤工務店 R1.7.10 ～ R1.11.5 12,419,000 78 

41 下水道課 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） R1.7.10 ～ R1.12.10 36,036,000 77 

42 下水道課
機械器具

設置
中子汚水中継ポンプ場中継ポンプ修繕工事

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

R1.7.10 ～ R2.3.18 11,550,000 75 

工　期
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43 水道課 水道施設 伊香保(長峰)地区送水管布設替工事
渋川市伊香保町湯中子・
伊香保地内

（有）狩野工業 R1.7.18 ～ R2.1.6 54,263,000 81 

44 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 鈴木興業（株） R1.7.10 ～ R1.12.17 22,429,000 73 

46 下水道課 舗装 公共下水道特環渋川舗装復旧工第9工区工事 渋川市行幸田・有馬地内 松岡建設（株） R1.7.10 ～ R1.12.17 35,541,000 77 

53 水道課 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 （株）小野組 R1.7.3 ～ R2.2.7 7,359,000 76 

55 水道課 水道施設
上信自動車道(渋川西バイパス)関連配水管整備31-
2工区工事

渋川市渋川(入沢)地内 今井鉄工（株） R1.7.3 ～ R1.10.10 7,106,000 75 

57 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）狩野組 R1.8.20 ～ R2.2.28 25,872,000 74 

61 水道課 水道施設 公共渋川汚水管布設第9工区関連配水管整備工事 渋川市半田地内 金子建設（株） R1.8.1 ～ R2.3.6 9,746,000 75 

62 水道課 水道施設 公共渋川汚水管布設第6工区関連配水管整備工事 渋川市金井地内 関東管鉄工業（株） R1.7.4 ～ R2.3.10 8,921,000 75 

63 水道課 水道施設 湯中子地区配水管布設替工事
渋川市伊香保町湯中子
地内

（有）狩野工業 R1.7.8 ～ R1.9.25 5,378,400 75 

67 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 渋川市金井地内 （株）千明建設 R1.7.10 ～ R1.10.17 5,842,800 78 

68 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 松岡建設（株） R1.7.10 ～ R1.10.15 5,281,200 76 

69 建築住宅課 管 伊香保温泉石段の湯真空式温水機更新工事 伊香保温泉石段の湯 日本燃設（株） R1.8.20 ～ R1.12.13 11,330,000 73 

72 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 （株）進和工業 R1.8.20 ～ R1.12.11 13,926,000 76 

73 下水道課 舗装 公共下水道公共渋川舗装復旧工第8工区工事 渋川市石原地内 井口建設（株） R1.8.20 ～ R1.12.23 16,280,000 78 

75 土木維持課 舗装 市道子持入口並木線舗装補修工事 渋川市中郷地内 樋口建設（株） R1.10.1 ～ R2.3.23 16,907,000 78 

77 土木維持課
とび・土工・

ｺﾝｸﾘｰﾄ 市道5-1027号線法面保護工事 渋川市赤城町樽地内 （株）木暮組 R1.7.10 ～ R2.1.9 7,755,000 80 

78 財政課 電気通信 渋川市役所第二庁舎電話交換機交換工事 渋川市役所第二庁舎 （株）群電 R1.11.6 ～ R2.2.4 10,065,000 77 
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80 下水道課 管 特環渋川下水道管渠改修工事 渋川市半田地内 瑞穂建設（株） R1.8.1 ～ R1.11.29 10,153,000 77 

81 土木維持課 舗装 市道1-5773号線鉄鋼スラグ対策工事 渋川市金井地内 井口建設（株） R1.8.20 ～ R2.3.13 105,886,000 78 

83 土木維持課 舗装 市道駅前通り線舗装補修工事 渋川市石原地内 井口建設（株） R1.10.5 ～ R2.3.20 19,811,000 81 

84 水道課 水道施設 明保野地区減圧弁設置工事
渋川市渋川（明保野）地
内

関東管鉄工業（株） R1.7.17 ～ R2.1.31 10,472,000 71 

86 土木管理課 土木一式 小野上住宅団地造成工事 渋川市小野子地内 （株）佐藤工業 R1.8.20 ～ R2.1.31 12,705,000 75 

87 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）阿藤工務店 R1.7.22 ～ R1.12.27 9,889,000 78 

88 土木維持課 土木一式 市道上箱田栄線側溝補修工事
渋川市北橘町上箱田地
内

（有）長谷昌組 R1.7.22 ～ R2.1.14 7,359,000 75 

90 水道課 舗装 石原地区舗装復旧工事 渋川市石原地内 井口建設（株） R1.8.27 ～ R1.12.24 10,208,000 75 

94 水道課 水道施設 上信自動車道(川島工区）関連配水管整備工事 渋川市川島地内 今井鉄工（株） R1.8.27 ～ R2.3.16 14,773,000 72 

96 教育総務課 土木一式 渋川市立渋川中学校テニスコート等整備工事 渋川市立渋川中学校 ホクブ（株） R1.8.27 ～ R2.3.13 38,621,000 85 

97 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 渋川市半田地内 金子建設（株） R1.8.20 ～ R2.1.27 17,534,000 76 

98 土木管理課 塗装
子どもたちを守る緊急交通安全対策工事(渋川1工
区)

渋川市渋川・金井地内 （株）フジ建装 R1.8.27 ～ R2.2.25 12,804,000 74 

99 水道課 水道施設 津久田地区配水管布設工事
渋川市赤城町津久田地
内

（株）南雲建設 R1.7.25 ～ R1.10.23 7,942,000 76 

102 土木維持課 塗装
子どもたちを守る緊急交通安全対策工事(伊香保・子
持工区)

渋川市伊香保地区・子持
地区

群馬ライン企画（株） R1.8.2 ～ R2.1.20 5,225,000 71 

103 土木維持課 塗装
子どもたちを守る緊急交通安全対策工事(渋川2工
区)

渋川市石原・行幸田地内
ほか

（株）フジ建装 R1.8.27 ～ R2.2.25 11,099,000 74 

107 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 金子建設（株） R1.8.9 ～ R1.12.27 8,052,000 73 

110 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 幸野建設（有） R1.8.2 ～ R1.11.14 9,669,000 81 
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111 下水道課
機械器具

設置
渋川市金井住宅団地汚水処理施設脱水機修繕工事

渋川市金井住宅団地汚
水処理施設

（株）環境保全セン
ター　渋川支店

R1.8.9 ～ R1.11.20 6,105,000 75 

112 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）阿藤工務店 R1.9.5 ～ R2.1.16 14,102,000 77 

116 水道課
機械器具

設置
吹屋配水場配水ポンプ更新工事 渋川市吹屋地内

クシダ工業（株）　渋川
営業所

R1.8.27 ～ R2.1.20 9,570,000 84 

120 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 渋川市金井地内 井口建設（株） R1.9.5 ～ R2.1.31 17,017,000 77 

121 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） R1.9.5 ～ R2.1.31 12,386,000 79 

122 土木維持課 土木一式 神明橋補修工事 渋川市半田地内 金子建設（株） R1.9.5 ～ R2.3.18 22,000,000 80 

125 水道課 水道施設 敷島地区配水管布設替工事 渋川市赤城町敷島地内 （株）茂木工事 R1.9.19 ～ R2.1.9 18,249,000 77 

126 都市計画課 土木一式 （仮称）元町ふれあい公園整備工事 渋川市渋川（元町）地内 宮本建設工業（株） R1.9.19 ～ R2.3.16 14,113,000 73 

127 建築住宅課
機械器具

設置
渋川市社会福祉センター昇降機改修工事 渋川市社会福祉センター

（株）日立ビルシステ
ム　関越支社

R1.8.30 ～ R2.2.28 16,016,000 74 

128 土木維持課 土木一式 市道6-7012号線道路拡幅工事 渋川市北橘町小室地内 （株）フジ建装 R1.9.3 ～ R2.3.4 8,767,000 73 

129 下水道課
機械器具

設置
浅田地区農業集落排水処理施設機器類交換及び修
繕工事

浅田地区農業集落排水
処理施設

環境システム（株）　渋
川支店

R1.9.3 ～ R2.1.31 7,194,000 75 

131 下水道課
機械器具

設置
公共流域マンホールポンプ交換工事

渋川市渋川地区･北橘地
区

（株）環境保全セン
ター　渋川支店

R1.9.3 ～ R1.12.10 7,062,000 77 

133 水道課
機械器具

設置
小野上2号井ポンプ更新工事 渋川市小野子地内

藤田エンジニアリング
（株）　渋川営業所

R1.9.3 ～ R2.1.31 8,635,000 75 

135 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 渋川市金井地内 （株）千明建設 R1.9.19 ～ R2.2.3 15,752,000 75 

136 建築住宅課 建築一式 渋川市民会館外構改修工事 渋川市民会館 瑞穂建設（株） R1.9.27 ～ R2.2.15 92,015,000 75 

137 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 R1.9.6 ～ R2.1.7 9,625,000 73 

139 下水道課
機械器具

設置
渋川地区農業集落排水処理施設機器類交換及び修
繕工事

祖母島農業集落排水処
理施設ほか1施設

（株）環境保全セン
ター　渋川支店

R1.9.6 ～ R2.1.31 6,710,000 76 
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140 下水道課
機械器具

設置
北橘地区排水処理施設機器類交換工事

小室排水処理施設ほか2
施設

（株）ニチジョー　渋川
営業所

R1.9.6 ～ R2.1.31 6,270,000 76 

145 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） R1.9.6 ～ R2.1.24 5,555,000 74 

146 土木維持課 舗装 市道大規模線舗装補修工事
渋川市赤城町北赤城山
地内

敷島緑化（有） R1.9.6 ～ R1.12.19 7,315,000 75 

147 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 鈴木興業（株） R1.9.12 ～ R1.12.20 5,973,000 77 

148 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 渋川市有馬地内 （株）阿藤工務店 R1.9.12 ～ R1.12.20 5,577,000 75 

151 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） R1.9.6 ～ R2.1.24 6,116,000 76 

153 農林課 舗装 林道大場間下田線舗装被覆1工区工事 渋川市赤城町深山地内 （有）狩野土木 R1.9.12 ～ R2.1.10 6,809,000 74 

154 水道課
機械器具

設置
子持地区計装機器更新工事 渋川市上白井・横堀地内

クシダ工業（株）　渋川
営業所

R1.9.12 ～ R2.2.28 6,490,000 82 

155 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 荒木設備（有） R1.10.4 ～ R2.1.14 11,748,000 73 

156 水道課
機械器具

設置
入沢浄水場機器改修工事 渋川市渋川(入沢)地内

（株）ヤマト　渋川営業
所

R1.10.4 ～ R2.3.18 11,418,000 75 

158 建築住宅課 建築一式 渋川市民会館サイン改修工事 渋川市民会館 南澤建設（株） R1.9.12 ～ R2.2.15 9,328,000 77 

159 下水道課 舗装 公共下水道公共渋川舗装復旧工第7工区工事 渋川市石原地内 井口建設（株） R1.9.12 ～ R1.12.20 6,050,000 76 

162 下水道課 舗装 公共下水道特環渋川舗装復旧工第10工区工事 渋川市行幸田地内 鈴木興業（株） R1.9.12 ～ R1.12.10 5,060,000 73 

163 水道課
機械器具

設置
渋川12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

R1.9.13 ～ R2.2.28 6,303,000 79 

164 土木管理課 土木一式 半田地区防火水槽設置工事 渋川市半田地内 （株）阿藤工務店 R1.10.4 ～ R2.3.19 14,784,000 75 

165 建築住宅課
機械器具

設置
渋川市立津久田小学校受水槽改修工事 渋川市立津久田小学校 日本燃設（株） R1.10.4 ～ R2.2.21 11,506,000 75 

167 建築住宅課 建築一式
(仮称)元町ふれあい公園公衆トイレ及び東屋新築工
事

渋川市渋川(元町)地内 （株）今井工務店 R1.10.4 ～ R2.3.16 18,183,000 84 
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168 土木管理課 土木一式 金井地区防火水槽設置工事 渋川市金井地内 宮本建設工業（株） R1.8.30 ～ R2.2.25 6,787,000 73 

172 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 R1.9.20 ～ R2.3.17 8,701,000 77 

173 水道課 水道施設 八木原地区配水管布設工事 渋川市八木原地内 （株）小野組 R1.9.30 ～ R2.1.16 10,087,000 79 

175 土木維持課 舗装 市道6-9539号線舗装補修工事
渋川市北橘町赤城山地
内

（株）狩野組 R1.9.30 ～ R2.1.14 7,513,000 72 

176 水道課 水道施設 深山地区配水管布設替工事 渋川市赤城町深山地内 （有）赤城土建 R1.9.30 ～ R2.1.10 11,594,000 74 

179 建築住宅課 消防施設
渋川市交流促進センター自動火災報知設備改修工
事

渋川市交流促進センター 東明電気工事（株） R1.11.5 ～ R2.3.16 11,242,000 77 

188 水道課 舗装 湯中子地区舗装復旧工事
渋川市伊香保町湯中子
地内

（有）狩野工業 R1.11.5 ～ R2.2.14 10,065,000 76 

191 建築住宅課 建築一式 渋川市赤城総合運動自然公園トイレ改修工事
渋川市赤城総合運動自
然公園

（株）兵藤工務店 R1.11.7 ～ R2.2.28 7,920,000 81 

195 土木維持課 土木一式 市道1-4297号線防火水槽設置工事 渋川市渋川(御蔭)地内 （株）進和工業 R1.10.25 ～ R2.2.28 10,472,000 75 

196 建築住宅課
機械器具

設置
渋川市北橘行政センタープレート式熱交換器オー
バーホール工事

渋川市北橘行政センター
（株）ヤマト　渋川営業
所

R1.11.8 ～ R2.1.31 5,225,000 75 

197 建築住宅課 塗装 渋川市立津久田小学校大プール塗装工事 渋川市立津久田小学校 （株）昌栄 R1.10.21 ～ R2.1.31 6,732,000 64 

198 水道課 舗装 行幸田地区舗装復旧31-2工区工事 渋川市行幸田地内 井口建設（株） R1.11.1 ～ R2.3.11 13,585,000 76 

199 水道課 水道施設 真壁地区配水管布設工事 渋川市北橘町真壁地内 （有）マサオ設備工業 R1.11.1 ～ R2.3.13 18,414,000 74 

201 都市計画課 造園 吾妻川公園トイレ改修工事 吾妻川公園 （株）昌栄 R1.10.25 ～ R2.3.5 6,996,000 71 

203 水道課 水道施設 横堀地区配水管布設替工事 渋川市横堀地内 樋口建設（株） R1.11.5 ～ R2.3.18 22,154,000 74 

206 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 R1.10.31 ～ R2.3.10 5,357,000 75 

209 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） R1.10.28 ～ R2.3.6 7,073,000 75 
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213 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） R1.11.5 ～ R2.2.28 14,498,000 79 

214 下水道課 電気通信 渋川市水沢水質管理センター監視装置設置工事
渋川市水沢水質管理セ
ンター

藤田エンジニアリング
（株）　渋川営業所

R1.10.28 ～ R2.2.28 5,610,000 73 

215 土地改良課 土木一式 下箱田地区水路整備工事
渋川市北橘町下箱田地
内

（有）長谷昌組 R1.10.28 ～ R2.3.6 6,688,000 75 

217 土木維持課 土木一式 市道5-2087号線防火水槽設置工事
渋川市赤城町上三原田
地内

（有）新井組 R1.10.31 ～ R2.3.13 6,688,000 74 

219 土木管理課 土木一式 市道1-7647号線防火水槽設置工事 渋川市祖母島地内 カーリット産業（株） R1.10.31 ～ R2.3.19 7,766,000 73 

220 水道課 水道施設 上村地区配水管布設替工事 渋川市祖母島地内 関東管鉄工業（株） R1.11.5 ～ R2.2.3 8,965,000 73 

221 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） R1.10.31 ～ R2.3.10 5,511,000 72 

222 水道課 管 津久田地区給水整備31-1工区工事
渋川市赤城町津久田地
内

田子林業（株） R1.11.5 ～ R2.3.18 8,855,000 75 

230 土木維持課 土木一式 市道小川田線路肩補修工事
渋川市赤城町長井小川
田地内

（有）狩野土木 R1.11.8 ～ R2.3.19 6,589,000 75 

231 建築住宅課 建築一式 渋川市立かに石幼稚園調理室改修工事 渋川市立かに石幼稚園 藤川建設（株） R1.11.8 ～ R2.2.28 8,360,000 78 

238 土地改良課
機械器具

設置
八木原北部自動堰補修工事 渋川市有馬・行幸田地内

日本自動機工（株）関
東支店

R1.12.4 ～ R2.3.18 6,050,000 75 

244 下水道課
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

R1.12.4 ～ R2.3.10 7,810,000 75 

245 土地改良課 舗装 古巻中部地区(八木原)農道舗装工事 渋川市八木原地内 金子建設（株） R1.12.4 ～ R2.3.18 7,601,000 75 

246 水道課 管 伊香保地区給水整備工事
渋川市伊香保町湯中子
地内

（有）狩野工業 R1.12.4 ～ R2.3.18 5,269,000 76 

253 土木維持課 土木一式 市道5-8099号線防火水槽設置工事
渋川市赤城町北赤城山・
南赤城山地内

敷島緑化（有） R1.12.10 ～ R2.3.27 7,898,000 74 

260 水道課 管 小野子地区給水整備工事 渋川市小野子地内 （有）佐藤設備 R1.12.17 ～ R2.3.16 6,556,000 74 

261 水道課 舗装 横堀地区舗装復旧工事 渋川市横堀地内 （株）石関工務店 R1.12.19 ～ R2.3.19 7,535,000 75 
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267 水道課 舗装 長井小川田地区舗装復旧工事
渋川市赤城町長井小川
田地内

（有）赤城土建 R1.12.23 ～ R2.3.19 7,161,000 75 

繰1 建築住宅課 建築一式
渋川市民会館耐震補強及び改修工事(建築主体工
事)

渋川市民会館
南澤・瑞穂渋川市民会館耐震補
強及び改修工事(建築主体工事)
特定建設工事共同企業体

H30.9.27 ～ R2.2.15 823,434,000 71 

繰2 建築住宅課 電気
渋川市民会館耐震補強及び改修工事(電気設備工
事)

渋川市民会館
利根・宮川渋川市民会館耐震補
強及び改修工事（電気設備工
事）特定建設工事共同企業体

H30.9.27 ～ R2.2.15 351,242,000 81 

繰3 水道課 水道施設 公共渋川汚水管布設第13工区関連配水管整備工事 渋川市半田地内 金子建設（株） H30.6.28 ～ R1.5.31 39,376,800 76 

繰4 土木維持課 土木一式 樽坂橋補修工事 渋川市赤城町見立地内 （株）木暮組 H30.8.7 ～ R1.6.28 59,454,000 80 

繰6 建築住宅課 管
渋川市民会館耐震補強及び改修工事(機械設備工
事)

渋川市民会館 日本燃設（株） H30.9.27 ～ R2.2.15 240,516,000 80 

繰7 建築住宅課 電気通信
渋川市民会館耐震補強及び改修工事(音響設備工
事)

渋川市民会館
ヤマハサウンドシステ
ム（株）

H30.9.27 ～ R2.2.15 166,400,000 74 

繰8 水道課 水道施設 上信自動車道(祖母島工区)関連配水管整備工事 渋川市祖母島地内 （株）千明建設 H30.8.28 ～ R1.6.28 12,484,800 73 

繰10 水道課 水道施設 伊香保地区老朽鋳鉄管布設替30-2工区工事
渋川市伊香保町伊香保
地内

（有）狩野工業 H30.9.6 ～ R1.8.30 6,026,400 79 

繰11 建築住宅課
機械器具

設置
渋川市民会館大ホール舞台吊物装置更新工事 渋川市民会館 森平舞台機構（株） H30.11.7 ～ R1.10.31 36,011,000 74 

繰13 建築住宅課 塗装
渋川市民会館耐震補強及び改修工事(外壁改修工
事)

渋川市民会館 南澤建設（株） H30.11.20 ～ R1.10.31 117,784,800 73 

繰14 建築住宅課 建築一式 中之町公衆トイレ新築工事
渋川市渋川(中之町)地
内

藤川建設（株） H30.12.14 ～ R1.5.31 12,398,400 75 

繰15 建築住宅課
機械器具

設置
渋川市民会館昇降機改修工事 渋川市民会館

（株）日立ビルシステ
ム　関越支社

H31.1.16 ～ R1.7.31 13,662,000 69 

繰17 土木管理課 土木一式 市道1-1566号線道路改良工事 渋川市八木原地内 金子建設（株） H31.1.31 ～ R1.9.17 36,741,600 76 

繰18 建築住宅課 管 伊香保保育所空調機器整備工事 伊香保保育所
荻原設備（株）　渋川
支店

H31.1.31 ～ R1.6.28 11,880,000 76 

繰19 建築住宅課 管 かに石幼稚園空調機器整備工事 かに石幼稚園 （有）佐藤設備 H31.1.8 ～ R1.6.28 8,326,800 76 

繰20 土木維持課 土木一式 市道2-2137号線融雪施設更新工事
渋川市伊香保町伊香保
地内

瑞穂建設（株） H31.1.31 ～ R1.10.15 63,195,000 81 
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繰22 建築住宅課 建築一式 旧渋川市伊香保行政センター庁舎南広場改修工事
渋川市伊香保町伊香保
地内

南澤建設（株） H31.1.22 ～ R1.5.31 6,922,800 73 

繰23 土木管理課 土木一式 市道木の間藤田線道路改良工事(ゼロ市債) 渋川市小野子地内 （株）石関工務店 H31.2.27 ～ R2.3.10 59,873,800 78 

繰24 水道課 水道施設 八木原地区配水管布設工事 渋川市八木原地内 （株）小野組 H31.1.30 ～ R1.8.9 6,858,000 76 

繰25 建築住宅課 管 渋川市立渋川中学校空調設備整備工事 渋川市立渋川中学校 ホクブ（株） H31.2.27 ～ R1.7.19 88,657,200 68 

繰26 建築住宅課 管 渋川市立渋川北中学校空調設備整備工事 渋川市立渋川北中学校 日本燃設（株） H31.2.27 ～ R1.7.19 77,295,600 77 

繰27 建築住宅課 管 渋川市立金島中学校空調設備整備工事 渋川市立金島中学校 今井鉄工（株） H31.2.27 ～ R1.7.19 60,966,000 76 

繰28 建築住宅課 管 渋川市立古巻中学校空調設備整備工事 渋川市立古巻中学校 瑞穂建設（株） H31.2.27 ～ R1.7.19 75,654,000 84 

繰29 土木管理課 土木一式
旧渋川市伊香保行政センター跡地駐車場整備工事
(ゼロ市債)

渋川市伊香保町伊香保
地内

（株）狩野組 H31.3.11 ～ R2.1.31 24,040,800 73 

繰30 土木管理課 土木一式 中郷地区防火水槽設置工事(ゼロ市債) 渋川市中郷地内 （株）島田建設工業 H31.3.11 ～ R1.9.17 10,497,600 77 

繰31 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(ゼ
ロ市債)

渋川市石原地内 （株）進和工業 H31.3.11 ～ R1.7.9 12,463,200 75 

繰32 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(ゼ
ロ市債)

渋川市石原地内 井口建設（株） H31.3.11 ～ R1.9.2 21,492,000 78 

繰33 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(ゼ
ロ市債)

渋川市金井地内 鈴木興業（株） H31.3.11 ～ R1.8.23 19,332,000 76 

繰34 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(ゼ
ロ市債)

渋川市有馬地内 （株）阿藤工務店 H31.3.11 ～ R1.8.23 23,295,600 80 

繰35 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(ゼ
ロ市債)

渋川市行幸田地内 松岡建設（株） H31.3.11 ～ R1.7.19 15,876,000 74 

繰36 土木維持課 舗装 市道4-6168号線舗装補修工事(ゼロ市債) 渋川市上白井地内 （株）石関工務店 H31.3.11 ～ R1.9.9 11,437,200 76 

繰37 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） H31.3.13 ～ R2.1.7 58,249,800 78 

繰41 土木維持課 舗装 市道敷島宮田線舗装補修工事(ゼロ市債) 渋川市赤城町敷島地内 敷島緑化（有） H31.3.6 ～ R1.6.13 5,972,400 75 
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繰42 土木維持課 舗装 市道榛名東麓線舗装補修工事(ゼロ市債) 渋川市祖母島地内 鈴木興業（株） H31.3.6 ～ R1.6.24 7,192,800 77 

繰43 土木維持課 舗装 市道下南室大門線舗装補修工事(ゼロ市債)
渋川市北橘町下南室・真
壁地内

角田建設（株） H31.3.6 ～ R1.6.10 5,410,800 74 

繰44 土木管理課 土木一式 宮田地区防火水槽設置工事(ゼロ市債) 渋川市赤城町宮田地内 望月総合開発（有） H31.3.6 ～ R1.7.29 7,646,400 76 

繰45 建築住宅課 管 渋川市立伊香保小学校空調設備整備工事 渋川市立伊香保小学校 井口建設（株） H31.3.22 ～ R1.9.6 58,276,800 73 

繰46 建築住宅課 管 渋川市立小野上小学校空調設備整備工事 渋川市立小野上小学校 今井鉄工（株） H31.3.22 ～ R1.9.6 44,064,000 74 

繰47 建築住宅課 管 渋川市立伊香保中学校空調設備整備工事 渋川市立伊香保中学校
（株）クワバラ　渋川営
業所

H31.3.22 ～ R1.9.6 48,384,000 72 

繰48 建築住宅課 管 渋川市立子持中学校空調設備整備工事 渋川市立子持中学校 樋口建設（株） H31.3.22 ～ R1.9.6 74,584,800 76 

繰49 建築住宅課 管 渋川市立赤城南中学校空調設備整備工事 渋川市立赤城南中学校 （株）木暮組 H31.3.22 ～ R1.9.6 61,128,000 76 

繰50 建築住宅課 管 渋川市立赤城北中学校空調設備整備工事 渋川市立赤城北中学校 田子林業（株） H31.3.22 ～ R1.9.6 53,686,800 74 

繰51 建築住宅課 管 渋川市立北橘中学校空調設備整備工事 渋川市立北橘中学校
荻原設備（株）　渋川
支店

H31.3.22 ～ R1.9.6 48,610,800 76 

繰52 建築住宅課
機械器具

設置
渋川市民会館非常用発電機更新工事 渋川市民会館

藤田エンジニアリング
（株）　渋川営業所

H31.3.22 ～ R1.10.31 47,034,000 74 

繰53 建築住宅課 管
渋川市民会館耐震補強及び改修工事(機械設備工
事)(その2)

渋川市民会館 日本燃設（株） H31.3.25 ～ R2.2.15 55,791,000 79 

繰54 建築住宅課 電気通信
渋川市民会館耐震補強及び改修工事(音響設備工
事)(その2)

渋川市民会館
ヤマハサウンドシステ
ム（株）

H31.3.29 ～ R2.2.15 47,511,000 74 

繰57 建築住宅課 電気
渋川市民会館耐震補強及び改修工事(電気設備工
事)(その2)

渋川市民会館
ＪＥＳＣＯ　ＳＵＧＡＹＡ
（株）

R1.5.15 ～ R2.2.15 40,117,000 76 

繰58 建築住宅課 建築一式 渋川市立古巻小学校トイレ改修工事(建築主体工事) 渋川市立古巻小学校 瑞穂建設（株） H31.4.24 ～ R1.11.1 93,170,000 81 

繰59 建築住宅課 電気 渋川市立古巻小学校トイレ改修工事(電気設備工事) 渋川市立古巻小学校 （有）堀地電気 H31.4.24 ～ R1.11.1 11,220,000 79 

繰60 建築住宅課 管 渋川市立古巻小学校トイレ改修工事(機械設備工事) 渋川市立古巻小学校 瑞穂建設（株） H31.4.24 ～ R1.11.1 66,319,000 79 
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