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2 土木管理課 土木一式 市道1-5883号線外1路線道路整備工事 渋川市金井地内 （株）千明建設 H30.5.14 ～ H31.2.28 47,660,400 74

4 土木管理課 土木一式 市道1-5609号線道路改良工事(ゼロ市債) 渋川市金井地内 宮本建設工業（株） H30.5.1 ～ H30.12.3 16,642,800 71

6 都市計画課 土木一式 渋川市総合公園陸上競技場付帯工事 渋川市総合公園 （株）狩野組 H30.5.31 ～ H30.9.28 37,659,600 76

7 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 （株）山東電気工業所 H30.5.18 ～ H30.9.28 8,013,600 74

10 水道課 舗装 渋川(裏宿・川原町)地区舗装復旧工事
渋川市渋川(裏宿・川原
町)地内

井口建設（株） H30.6.8 ～ H30.9.10 11,869,200 78

12 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 渋川市有馬地内 （株）阿藤工務店 H30.6.8 ～ H30.11.2 20,012,400 78

14 建築住宅課 管 渋川市立中郷小学校空調設備整備工事 渋川市立中郷小学校 今井鉄工（株） H30.6.15 ～ H30.9.28 60,166,800 77

15 建築住宅課 管 渋川市立金島小学校空調設備整備工事 渋川市立金島小学校 瑞穂建設（株） H30.6.15 ～ H30.9.28 50,328,000 77

16 建築住宅課 管 渋川市立三原田小学校空調設備整備工事 渋川市立三原田小学校 （有）東山電氣 H30.6.8 ～ H30.9.28 47,487,600 78

17 建築住宅課 管 渋川市立津久田小学校空調設備整備工事 渋川市立津久田小学校 日本燃設（株） H30.6.8 ～ H30.9.28 40,597,200 75

18 観光課
機械器具
設置

渋川市営伊香保ロープウェイ原動滑車更新工事
渋川市営伊香保ロープ
ウェイ

安全索道（株） H30.5.29 ～ H31.2.28 33,750,000 74

25 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 渋川市石原地内 井口建設（株） H30.6.20 ～ H31.1.22 24,397,200 74

26 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 渋川市石原地内 （株）進和工業 H30.6.20 ～ H30.12.3 13,424,400 75

27 下水道課 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） H30.6.20 ～ H31.1.17 28,944,000 75

28 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・八木原地内 幸野建設（有） H30.6.20 ～ H30.11.13 13,521,600 77

29 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 渋川市八木原地内 （株）小野組 H30.6.13 ～ H31.1.16 7,700,400 75

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5工区工事 渋川市金井地内 鈴木興業（株） H30.6.20 ～ H30.12.13 24,040,800 75

工　期
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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6工区工事 渋川市金井地内 （株）島田建設工業 H30.6.20 ～ H30.11.26 10,983,600 75

32 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）小野組 H30.6.20 ～ H31.1.15 21,459,600 75

37 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）吉田組 H30.6.20 ～ H31.1.11 24,775,200 82

40 土木維持課 土木一式 市道1-2045号線側溝整備工事 渋川市有馬地内 大弘工業（有） H30.6.13 ～ H30.11.9 5,119,200 75

43 教育総務課 土木一式 渋川市立金島中学校校庭改修工事 渋川市立金島中学校 瑞穂建設（株） H30.6.28 ～ H30.11.9 41,277,600 77

44 水道課 管 半田地区給水整備工事 渋川市半田地内 （株）小野組 H30.6.20 ～ H30.11.12 5,562,000 75

46 水道課 管 公共渋川汚水管布設第3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） H30.6.21 ～ H31.3.15 9,514,800 72

48 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
地内

（有）狩野工業 H30.6.28 ～ H31.1.16 46,958,400 79

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

（株）木暮組 H30.6.21 ～ H30.12.12 8,910,000 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3工区工事 渋川市金井地内 （株）石関工務店 H30.6.28 ～ H31.1.28 26,578,800 75

51 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 渋川市金井地内 松岡建設（株） H30.6.28 ～ H31.1.28 24,170,400 77

52 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 （有）長谷昌組 H30.6.28 ～ H30.10.29 13,381,200 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13工区工事 渋川市半田地内 （株）狩野組 H30.6.28 ～ H31.2.5 19,267,200 74

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4工区工事 渋川市有馬地内 （株）昌栄 H30.6.28 ～ H31.2.5 30,499,200 77

56 財政課 電気通信 渋川市役所本庁舎ほか電話交換機交換工事 渋川市役所本庁舎ほか （株）群電 H30.6.28 ～ H30.10.3 16,470,000 76

60 建築住宅課 管 渋川駅前交流センター空調設備改修工事 渋川市渋川(辰巳町)地内 ホクブ（株） H30.6.20 ～ H30.9.28 5,605,200 74

62 水道課 水道施設 行幸田地区老朽鋳鉄管布設替工事 渋川市行幸田地内 井口建設（株） H30.8.3 ～ H31.1.28 22,464,000 75
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63 水道課 水道施設 渋川(東町)地区配水管布設工事 渋川市渋川(東町)地内 瑞穂建設（株） H30.7.19 ～ H30.12.3 5,324,400 75

65 都市計画課 土木一式 溝呂木公園整備工事 溝呂木公園 （有）新井組 H30.7.2 ～ H30.11.15 5,238,000 76

67 都市計画課 舗装 渋川スカイランドパーク第4第5駐車場舗装被覆工事 渋川スカイランドパーク 望月建設（株） H30.7.5 ～ H31.1.16 54,237,600 75

68 土木維持課 舗装 滝坂橋補修工事 渋川市北橘町八崎地内 角田建設（株） H30.8.1 ～ H30.12.10 12,063,600 73

69 水道課 水道施設 伊香保地区老朽鋳鉄管布設替30-1工区工事
渋川市伊香保町湯中子
地内

（有）狩野工業 H30.8.3 ～ H31.1.15 17,280,000 76

70 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）進和工業 H30.8.1 ～ H30.12.4 12,506,400 73

72 水道課 管 八木原地区給水整備30-1工区工事 渋川市八木原地内 （株）小野組 H30.7.19 ～ H30.12.3 8,974,800 75

73 水道課 水道施設 北牧地区配水管布設替工事 渋川市北牧地内 荒木設備（有） H30.8.3 ～ H31.1.15 15,670,800 74

74 水道課 管 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 （有）竹井設備 H30.7.19 ～ H31.2.12 6,674,400 72

76 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 ホクブ（株） H30.8.1 ～ H31.2.18 25,239,600 75

77 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 （株）フジ建装 H30.8.1 ～ H30.12.10 12,398,400 73

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9工区工事 渋川市渋川(御蔭)地内 瑞穂建設（株） H30.8.1 ～ H31.2.22 35,208,000 77

79 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）阿藤工務店 H30.8.1 ～ H31.2.22 23,598,000 75

80 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）小野組 H30.7.19 ～ H30.11.1 9,018,000 76

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8工区工事 渋川市有馬地内 （株）狩野組 H30.8.1 ～ H31.2.12 15,951,600 74

82 下水道課 土木一式 公共下水道特環渋川汚水管布設工第11工区工事 渋川市行幸田地内 鈴木興業（株） H30.8.1 ～ H31.2.7 18,554,400 72

83 下水道課
機械器具
設置

公渋マンホールポンプ交換工事
渋川市渋川(上郷)・石原
地内

（株）環境保全セン
ター　渋川支店

H30.7.19 ～ H30.11.21 7,095,600 74
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84 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

H30.7.19 ～ H30.10.31 7,560,000 76

86 都市計画課 造園 上ノ山公園遊戯施設改修工事 上ノ山公園 池田種苗（株） H30.7.19 ～ H30.12.17 6,966,000 72

87 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 松岡建設（株） H30.8.1 ～ H31.2.28 34,074,000 74

88 建築住宅課 建築一式 渋川駅前交流センター改修工事 渋川市渋川(辰巳町)地内 藤川建設（株） H30.7.5 ～ H30.10.15 6,739,200 77

92 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

（有）狩野土木 H30.8.8 ～ H31.1.17 12,981,600 73

93 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 ホクブ（株） H30.8.7 ～ H31.1.11 20,746,800 78

94 建築住宅課 解体 旧渋川市伊香保行政センター庁舎解体工事
渋川市伊香保町伊香保
地内

南澤建設（株） H30.8.21 ～ H31.3.20 106,056,000 76

95 水道課 水道施設 金井住宅団地跡地道路関連配水管整備工事 渋川市金井地内 今井鉄工（株） H30.8.8 ～ H31.1.31 15,390,000 74

96 水道課 水道施設 中郷地区配水管布設工事 渋川市中郷地内 樋口建設（株） H30.8.8 ～ H31.2.12 22,107,600 75

97 土木管理課 土木一式 (仮称)東部学校給食共同調理場造成工事
渋川市赤城町三原田・上
三原田地内

望月建設（株） H30.8.7 ～ H31.1.21 17,906,400 72

98 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 H30.7.25 ～ H30.11.19 7,408,800 76

102 水道課 水道施設 渋川(長塚町)地区配水管布設工事 渋川市渋川(長塚町)地内 今井鉄工（株） H30.7.27 ～ H30.12.13 6,739,200 75

103 水道課 水道施設 上白井地区配水管布設替工事 渋川市上白井地内 （株）島田建設工業 H30.8.8 ～ H31.1.21 16,545,600 73

104 水道課 水道施設 特環渋川汚水管布設第10工区関連配水管整備工事 渋川市行幸田地内 井口建設（株） H30.8.8 ～ H31.3.20 34,700,400 76

106 建築住宅課
機械器具
設置

敷島温泉源泉ポンプ交換工事 渋川市赤城町敷島地内
（株）ヤマト　渋川営業
所

H30.8.29 ～ H31.1.25 10,476,000 75

109 下水道課
機械器具
設置

赤城地区マンホールポンプ交換工事
渋川市赤城町棚下・津久
田地内

（株）環境保全セン
ター　渋川支店

H30.8.28 ～ H31.2.4 10,022,400 76

110 水道課 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） H30.9.4 ～ H31.3.15 50,360,400 80
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112 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） H30.8.28 ～ H31.1.21 17,042,400 77

113 水道課 水道施設 公共渋川汚水管布設第1工区関連配水管整備工事 渋川市金井地内 金子建設（株） H30.8.8 ～ H31.1.11 6,328,800 75

115 水道課 水道施設 敷島地区配水管布設工事 渋川市赤城町敷島地内 （株）茂木工事 H30.8.28 ～ H31.2.4 11,588,400 74

116 水道課 電気 渋川地区計装設備更新工事
渋川市渋川(明保野)・有
馬地内

（有）野村電気工事 H30.8.28 ～ H31.1.31 11,340,000 77

117 下水道課 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 渋川市渋川(入沢)地内 幸野建設（有） H30.8.28 ～ H31.1.28 10,962,000 77

118 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 渋川市渋川(入沢)地内 （有）ヤハタ総業 H30.8.8 ～ H30.12.21 5,486,400 75

119 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 金子建設（株） H30.8.28 ～ H31.3.15 12,031,200 77

120 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・八木原地内 ホクブ（株） H30.8.28 ～ H31.1.28 22,453,200 77

125 教育総務課
とび・土工・
コンクリート

渋川市立伊香保小学校外周塀改修工事 渋川市立伊香保小学校 （株）今井工務店 H30.8.6 ～ H31.1.25 5,691,600 73

126 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 渋川市阿久津・金井地内 （株）千明建設 H30.9.10 ～ H31.1.21 10,411,200 75

128 水道課 水道施設
上信自動車道(渋川西バイパス)関連配水管整備工
事

渋川市渋川(入沢)地内 今井鉄工（株） H30.9.10 ～ H31.3.15 27,475,200 73

131 土木維持課 土木一式 市道1-5590号線スラグ対策工事 渋川市金井地内 瑞穂建設（株） H30.9.19 ～ H31.3.15 124,232,400 78

132 建築住宅課 建築一式
渋川市立古巻小学校屋内運動場非構造部材改修工
事

渋川市立古巻小学校 藤川建設（株） H30.9.3 ～ H30.11.30 6,015,600 77

136 土木維持課 土木一式 市道立和田長坂線交差点改良工事 渋川市中郷地内 （株）兵藤工務店 H30.9.7 ～ H31.2.19 5,443,200 73

137 都市計画課 舗装 渋川市総合公園陸上競技場周回歩道舗装被覆工事 渋川市総合公園 金子建設（株） H30.9.20 ～ H31.2.1 13,381,200 75

139 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 H30.9.20 ～ H31.3.18 29,581,200 75

140 水道課 舗装 有馬地区舗装復旧30-2工区工事 渋川市有馬地内 （株）阿藤工務店 H30.9.6 ～ H31.1.8 8,413,200 76
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141 水道課 電気 赤城地区計装設備設置及び更新工事
渋川市赤城町津久田・北
上野地内ほか

（株）ミゾロギ電機 H30.9.20 ～ H31.2.22 15,876,000 75

142 下水道課 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 松岡建設（株） H30.9.7 ～ H30.12.17 5,000,400 75

143 教育総務課
とび・土工・
コンクリート

渋川市立渋川中学校外周塀改修工事 渋川市立渋川中学校 （株）北関スクリーン H30.9.27 ～ H31.3.11 5,799,600 69

156 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） H30.9.19 ～ H31.2.28 10,940,400 76

159 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 （株）石関工務店 H30.10.3 ～ H31.3.8 14,331,600 72

160 水道課 舗装 下南室・小室地区舗装復旧工事
渋川市北橘町下南室・小
室地内

（株）吉田組 H30.10.3 ～ H31.2.18 13,737,600 76

161 土地改良課 舗装 古巻中部地区農道舗装工事 渋川市有馬地内 金子建設（株） H30.9.19 ～ H31.2.8 6,922,800 75

162 土木維持課 土木一式 市道上郷高源地線舗装被覆工事 渋川市石原地内 井口建設（株） H30.10.3 ～ H31.3.25 42,076,800 76

163 土木維持課 舗装 市道4-5035号線舗装補修工事 渋川市中郷地内 （株）島田建設工業 H30.9.19 ～ H31.1.21 8,650,800 75

164 建築住宅課 建築一式
市営住宅大中子団地1号棟外壁断熱改修及び屋根
断熱防水改修工事

市営住宅大中子団地 南澤建設（株） H30.10.3 ～ H31.3.15 26,222,400 77

165 都市計画課 舗装 折原散策道舗装被覆工事 渋川スカイランドパーク 瑞穂建設（株） H30.9.19 ～ H31.1.21 9,957,600 76

166 水道課 管 八木原地区給水整備30-2工区工事 渋川市八木原地内
（有）三原冷熱サービ
ス

H30.9.19 ～ H31.2.4 7,765,200 74

168 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 H30.9.19 ～ H31.3.15 7,257,600 77

174 建築住宅課 建築一式
渋川市立金島中学校屋内運動場非構造部材改修工
事

渋川市立金島中学校 カーリット産業（株） H30.11.7 ～ H31.2.15 10,778,400 75

175 建築住宅課 建築一式
渋川市立長尾小学校屋内運動場非構造部材改修工
事

渋川市立長尾小学校 （株）渋川工務店 H30.11.7 ～ H31.2.28 14,666,400 72

176 建築住宅課 塗装 渋川市立渋川北小学校大プール塗装工事 渋川市立渋川北小学校 岸防水工業（株） H30.10.12 ～ H31.1.18 5,248,800 72

190 水道課 舗装 有馬地区舗装復旧30-4工区工事 渋川市有馬地内 瑞穂建設（株） H30.10.18 ～ H31.1.30 7,279,200 74

- 6 - 工事成績評定一覧（平成30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

191 水道課 舗装 御蔭地区舗装復旧工事 渋川市渋川(御蔭)地内 瑞穂建設（株） H30.10.11 ～ H31.1.28 8,672,400 75

194 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 H30.10.18 ～ H31.2.12 9,061,200 73

195 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 （株）フジ建装 H30.10.12 ～ H31.1.21 5,281,200 74

197 土木維持課 舗装 市道味噌野相之沢橋線舗装補修工事(その2) 渋川市北橘町真壁地内 （株）吉田組 H30.11.7 ～ H31.3.20 18,381,600 76

198 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 （株）石関工務店 H30.10.18 ～ H31.1.30 7,074,000 72

199 土木維持課 舗装 市道大門下南室線舗装補修工事
渋川市赤城町上三原田
地内

（株）木暮組 H30.11.7 ～ H31.3.20 15,498,000 76

201 土木維持課 舗装 市道上箱田栄線舗装復旧工事
渋川市北橘町上箱田地
内

（株）橘造園 H30.10.18 ～ H31.1.25 6,285,600 74

203 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 ホクブ（株） H30.10.18 ～ H31.1.25 6,328,800 73

205 土木維持課 土木一式 有馬地内防火水槽設置工事 渋川市有馬地内 （株）阿藤工務店 H30.11.7 ～ H31.3.15 10,422,000 76

206 土木維持課 土木一式 市道榛名東麓線防火水槽設置工事 渋川市祖母島地内 （株）進和工業 H30.11.7 ～ H31.3.15 12,452,400 75

207 土木維持課 舗装 市道西組子持中学校線舗装補修工事 渋川市中郷地内 （株）島田建設工業 H30.10.25 ～ H31.1.28 5,130,000 76

208 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 H30.10.25 ～ H31.3.15 9,396,000 75

209 建築住宅課 建築一式
渋川市立小野上小学校屋内運動場非構造部材改修
工事

渋川市立小野上小学校 （株）土田工務店 H30.11.2 ～ H31.1.18 5,367,600 74

210 水道課 水道施設 長井小川田地区配水管布設替工事
渋川市赤城町長井小川
田地内

（有）赤城土建 H30.11.7 ～ H31.3.15 11,739,600 73

212 下水道課 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 渋川市半田地内 （株）小野組 H30.10.23 ～ H31.2.28 6,296,400 75

213 建築住宅課 建築一式 渋川市立豊秋小学校学童保育新築工事 渋川市立豊秋小学校 シンワ産業（有） H30.11.7 ～ H31.3.22 33,004,800 75

214 農林課 土木一式 棚下不動の滝遊歩道設置工事 渋川市赤城町棚下地内 （有）角田興業 H30.11.2 ～ H31.3.20 6,933,600 69
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220 農林課 舗装 林道奥子持線道路補修工事 渋川市中郷地内 （株）石関工務店 H30.11.2 ～ H31.1.30 5,032,800 74

222 土木管理課 土木一式 市道1-2517号線道路改良工事 渋川市行幸田地内 （有）ヤハタ総業 H30.11.8 ～ H31.3.22 7,214,400 71

227 下水道課
機械器具
設置

渋川市湯沢水質管理センター汚泥脱水機修繕工事
渋川市湯沢水質管理セン
ター

藤田エンジニアリング
（株）　渋川営業所

H30.11.27 ～ H31.2.28 10,800,000 74

228 土木維持課 舗装 市道4-2065号線舗装補修工事 渋川市吹屋地内 （株）石関工務店 H30.11.8 ～ H31.2.12 6,274,800 74

232 土地改良課 舗装 市道5-7874号線ほか2路線舗装被覆工事
渋川市赤城町長井小川
田地内

（有）赤城土建 H30.11.21 ～ H31.3.18 5,367,600 72

244 土木維持課
とび・土工・
コンクリート

県指定史跡長井坂城跡転落防止柵設置工事 渋川市赤城町棚下地内 （株）木暮組 H30.11.21 ～ H31.3.15 5,194,800 74

245 建築住宅課 建築一式 溝呂木公園トイレ新築工事 溝呂木公園 （株）土田工務店 H30.11.22 ～ H31.3.20 8,456,400 77

251 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） H30.11.30 ～ H31.3.20 5,734,800 72

253 土木維持課 土木一式 仲沢橋撤去工事 渋川市八木原地内 （株）阿藤工務店 H30.11.30 ～ H31.3.20 8,704,800 74

266 こども課
とび・土工・
コンクリート

学童クラブむくろじ敷地内ブロック塀等解体改修工事 渋川市金井地内 （有）斉藤建設興業 H30.12.21 ～ H31.3.22 6,750,000 70

繰2 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 井口建設（株） H29.7.4 ～ H30.7.20 34,603,200 75

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3工区工事 渋川市有馬地内 （株）小野組 H29.7.31 ～ H30.4.27 32,054,400 74

繰6 都市計画課 舗装 渋川市総合公園陸上競技場グラウンド舗装工事 渋川市総合公園 瑞穂建設（株） H30.1.11 ～ H30.9.28 245,268,000 81

繰7 都市計画課 造園 渋川市総合公園陸上競技場グラウンド芝舗装工事 渋川市総合公園 飯塚緑地（株） H29.12.22 ～ H30.9.28 68,385,600 78

繰8 土木維持課 土木一式 分郷八崎地区排水路整備工事
渋川市北橘町分郷八崎
地内

（有）長谷昌組 H30.2.14 ～ H30.8.17 9,925,200 77

繰10 建築住宅課 建築一式
渋川市総合公園陸上競技場東トイレ新築工事(建築
主体工事)

渋川市総合公園 瑞穂建設（株） H30.2.16 ～ H30.7.31 23,079,600 76

繰11 建築住宅課 管
渋川市総合公園陸上競技場東トイレ新築工事(設備
工事)

渋川市総合公園 瑞穂建設（株） H30.2.16 ～ H30.7.31 19,191,600 76
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繰12 土木維持課 舗装 市道2-3029号線舗装補修工事(ゼロ市債)
渋川市伊香保町湯中子
地内

鈴木興業（株） H30.3.22 ～ H30.7.27 9,298,800 73

繰16 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）佐藤工業 H30.3.22 ～ H30.9.20 8,164,800 76

繰17 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・宮田
地内

田子林業（株） H30.3.22 ～ H30.7.23 9,072,000 76

繰20 都市計画課 舗装 渋川スカイランドパーク第7駐車場舗装被覆工事 渋川スカイランドパーク 望月建設（株） H30.4.2 ～ H30.8.6 11,804,400 77

繰21 都市計画課 建築一式 JR渋川駅北自転車駐車場改修工事(ゼロ市債) 渋川市渋川(下郷)地内 ホクブ（株） H30.4.2 ～ H30.7.31 22,086,000 76

繰22 都市計画課 建築一式 JR八木原駅前自転車駐車場改修工事(ゼロ市債) 渋川市八木原地内 （株）昌栄 H30.4.2 ～ H30.7.31 12,031,200 75
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