平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）
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入札
の別

発注担当課

1

指名
競争

浄水課

2

指名
競争

教育総務課

3

4

5

6

7

一般
競争

一般
競争

一般
競争

一般
競争

一般
競争

都市計画課

工事名・業務名等

急速攪拌機更新工事

機械器具設置

大間々東小学校放送設備改修工
事

電気通信

社会資本整備総合交付金事業
県道太田大間々線他管渠埋設工
事
（27-311-1）

平成27年度
水道工務課 配水管布設替工事
（みC-11,17,18）

水道工務課

水道工務課

工事等の
種別

平成27年度
配水管布設替工事（みC-15）

平成27年度
配水管布設替工事（みC-19）

平成27年度
水道工務課 配水管布設替工事（みC-22，
23）

土木一式

水道施設

水道施設

水道施設

水道施設

工事場所・業務場所等

みどり市大間々町塩原
1376（塩原浄水場）
みどり市大間々町大間々
456番地1（大間々東小学
校）

随意契約の場合の
理由

契約変更の場合の
理由

契約の相手方の
名称

契約の相手方の
住所

予定価格
（円）

落札率

契約金額又は
落札金額
（当初）

契約金額
（変更後）

契約日
（当初）

契約日
（変更）

着手時期

完成時期等
（当初）

平成28年1月29日

完成時期等
（変更後）

(株)ヤマト

前橋市古市町118番地

10,335,600

95.09%

9,828,000

平成27年8月27日

平成27年8月28日

星野総合商事(株)

前橋市日吉町4-32-25

8,046,000

96.64%

7,776,000

平成27年8月27日

平成27年8月28日 平成27年11月30日

みどり市大間々町桐原
48番地5

22,042,800

97.89%

21,578,400

21,600,000

平成27年9月7日

平成27年12月3日

平成27年9月8日

平成27年12月18日 平成28年1月22日

みどり市笠懸町阿左美地
内

【第1回】県道太田大間々線と市道1級
1号線との交差点内の施工に際し、交
通規制の方法について、警察・消防等
の関係機関との協議に時間をようした
ため、また、施工に際しても交通量が
多く、安全に対し特段の注意を要した
施工が必要であることから、工事の進
捗に影響したため、工期の延長を行い
たい。【第2回】（増額分）施工箇所
(株)相羽通建
の道路は交通量が多く、朝夕の通勤時
間帯についても交通誘導員を配置した
い。また、桐生警察との協議により、
交差点内の施工に際し終日、交通誘導
員を配置したい。（減額分）既設県道
舗装厚を20cmで想定していたが、掘削
した結果、当初の想定より薄く(15㎝)
アスファルト殻の運搬･処分量が減少
したため。

みどり市笠懸町阿左美地
内

【第1回】関連工事である平成27年度
配水管布設替工事(み-C15)の遅れによ
り、本工事で既設管への接続を行うと
桐生競艇場が断水となります。よっ
て、関連工事の進捗に合わせて施工し
たく、工期を延期したい。【第2回】 (有)高和エンジニアリ みどり市大間々町大
桐生競艇場との協議に伴い、工程を一 ング
間々469番地
部変更したことによる仕切弁等の材料
追加及び交通誘導員の増員、また、当
初設計において、配水管材料に計上漏
れがあり、管の接続に必要な材料を追
加したことによる増額。

24,300,000

96.00%

23,328,000

24,256,800

平成27年9月7日

平成27年12月8日
平成27年12月17日

平成27年9月8日

平成27年12月14日 平成27年12月22日

みどり市笠懸町阿左美地
内

【第1回】本工事箇所の道路路盤にお
いて、当初予定していなかったコンク
リ―トによる安定処理が施されていた
ため、工事の日進量が当初予想より少
なく、また、桐生競艇場との協議によ
り開催日程等に配慮した施工が必要と
なりましたので、工事の進捗が遅れて
おります。以上より工事完成期日を延 (株)金子建設
期したい。【第2回】工事実施におい
て、既設道路に当初想定していなかっ
たコンクリートによる路盤安定処理が
施されていたため、コンクリート取壊
工の追加及び交通誘導員を増員した
い。また、暗渠の伏せ越しで材料等を
追加したい。

みどり市東町神戸5772

22,388,400

96.96%

21,708,000

23,641,200

平成27年9月7日

平成27年12月11日

平成27年9月8日

平成27年12月14日 平成28年1月29日

みどり市笠懸町西鹿田地
内

【第1回】桐生ガス(株)から、お客様
の要望により急遽市道2級18号線にガ
ス管を埋設することとなったとのこと
で協議をしたところ、当面水道工事へ
の影響は無いようにするとの回答だっ
たが、他に大間々用水・桐生土木・伊
勢崎市とも調整が必要ともことで協議
に日数を要したこと、また、不断水分
岐及び不断水簡易仕切弁設置のメー
カーの都合により設置日までに数を要 (株)新井土木
したため、工期の延長を行いたい。
【第2回】計上漏れによる材料を追加
したこと、既設の仕切弁が完全止水し
なかったため簡易止水工法を追加し仕
切弁を新品と交換したこと、また大型
車両の通行が想定より多く安全面を考
慮したことで給水切替の進捗に遅れが
生じたため誘導員が増となったことか
ら変更契約を行いたい。

みどり市東町荻原140
番地

20,736,000

96.35%

19,980,000

22,993,200 平成27年9月7日

平成27年12月7日
平成28年2月25日

平成27年9月8日

平成27年12月14日 平成28年2月29日

みどり市笠懸町西鹿田地
内

【第1回】協調工事の建設課発注擁壁
改修工事との重複区間の施工を擁壁工
事終了後に予定していましたが、擁壁
工事の工期が延期となったため、水道
工事の工期内完成が難しくなったこと
から完成期日の延期をしたい。【第2
回】路盤改良層の破砕やφ75部が管末 (株)大下総合
のため水吐き機能を兼ねて消火栓1基 笠懸支店
を追加しましたが、現場打合せにおい
て、仮設配管を全線埋設から道路横断
部等の一部の埋設で施工可能と協議が
整い、仮設配管の土工量が減となりま
した。この土工量の減により減額とな
りますので変更設計したい。

みどり市笠懸町鹿4223
番地5

30,888,000

96.15%

29,700,000

平成27年12月7日

平成27年9月8日

平成27年12月14日 平成28年2月19日

27,302,400

平成27年9月7日

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）
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入札
の別

発注担当課

工事等の
種別

工事名・業務名等

工事場所・業務場所等

8

一般
競争

浄水課

瀬戸ヶ原配水池送配水管更新工
事

水道施設

みどり市大間々町桐原地
内外（瀬戸ヶ原配水池）

9

一般
競争

浄水課

流量計更新工事

電気

みどり市大間々町塩原地
内外（塩原浄水場、桐原
配水場、小平配水池）

10

一般
競争

文化財課

史跡西鹿田中島遺跡保存整備工
事
（環境整備工事）

土木一式

みどり市笠懸町西鹿田地
内

11

指名
競争

観光課

小平の里遊湯館風呂釜交換改修
工事

管

みどり市大間々町小平地
内

12

指名
競争

建設課

市道笠懸1209号線擁壁改修工事

土木一式

みどり市笠懸町西鹿田地
内

13

指名
競争

建設課

市道笠懸3090号線道路改良工事

土木一式

みどり市笠懸町鹿地内

14

指名
競争

建設課

市道笠懸4126号線排水路整備工
事

土木一式

みどり市笠懸町久宮地内

15

指名
競争

建設課

№23調整池設置工事

土木一式

みどり市大間々町大間々
地内

16

指名
競争

建設課

市道2級10号線道路整備事業測量
測量
設計業務

みどり市笠懸町久宮地内

随意契約の場合の
理由

契約変更の場合の
理由

契約の相手方の
名称

予定価格
（円）

落札率

契約金額又は
落札金額
（当初）

42,022,800

95.86%

40,284,000

高崎市貝沢町甲965番
地

49,831,200

94.28%

46,980,000

みどり市笠懸町鹿275
番地7

44,787,600

96.70%

43,308,000

みどり市大間々町桐原
709-8

4,363,200

99.01%

4,320,000

みどり市東町花輪11番
地の1

6,112,800

96.11%

5,875,200

みどり市笠懸町阿左美
281番地1

3,985,200

92.14%

3,672,000

3,618,000

平成27年9月29日 平成27年12月11日 平成27年9月30日 平成27年12月28日

みどり市笠懸町鹿275
番地7

11,620,800

96.19%

11,178,000

11,502,000

平成27年9月29日 平成27年12月18日 平成27年9月30日

平成28年2月29日

みどり市大間々町大
間々551-1

17,506,800

95.62%

16,740,000

17,323,200

平成27年9月25日

平成28年2月12日
平成28年3月9日

平成27年9月26日

平成28年2月29日

平成28年3月14日

高崎市日高町580番地

5,842,800

92.42%

5,400,000

6,404,400

平成27年9月28日

平成28年3月1日
平成28年3月31日
平成28年5月25日

平成27年9月29日

平成28年3月18日

平成28年3月31日
平成28年5月31日

契約の相手方の
住所

工事実施において、既設舗装の下に古
い【第１回】コンクリート舗装が出現
したこと、傾斜の急な区間等で地元住
民の要望により舗装仮復旧を追加した
こと、及び降雪の影響などにより当初
設計の想定よりも大幅に工程が遅れて
おります。これにより、完成期日まで
に工事を完了できない見込みとなった
ので、工期を延長し変更契約したい。
(有)高和エンジニアリ みどり市大間々町大
【第２回】工事実施において、傾斜の
ング
間々469番地
急な区間等で地元住民の要望により舗
装仮復旧を追加したこと、既設舗装の
下に古いｺﾝｸﾘｰﾄ舗装が出現し、その撤
去のために舗装版破砕や処分が追加に
なったこと、及びそれらの追加により
施工期間が延びたことで交通誘導員も
増員になったことなどから、工事費が
増額となるので設計を見直し変更契約
したい。

クシダ工業(株)
国庫補助事業対象として起工設計した
が、契約後工事内容を精査したところ
撤去工の一部に国庫補助対象とならな
い部分があったことが判明した。当初
の起工設計どおりの工事をした場合、
国庫補助額に不用額が生じることとな (株)新井建設工業
る。そこで、当初の起工設計では全体
計画の70％に抑えていた芝張植栽を全
体計画どおりに施工すること等により
国庫補助額を満たす必要が生じたこと
による。
(有)通友
【第1回】隣接地権者が施工している
宅地造成工事との工程調整に時間を要
したため、この期間の延長を行いた
い。【第2回】擁壁背面地盤を掘削し
たところ、地盤密度が緩い盛土で形成
されていたため、崩落防止対策に時間
を要し、この間の工期延期を行いた
い。【第3回】擁壁天端部が宅地整備
(株)尾池土木
されているため転落防止柵の追加、擁
壁端部処理としてＬ字に接続する既存
擁壁への取付けコンクリートの追加、
取壊し擁壁の地中形状が大きかったこ
とによる撤去処理量の増加、作業ヤー
ドの縮小等により交通規制日数を少な
くしたことによる交通誘導員の減数に
より変更を行いたい。
当初予定していた交通誘導員数よりも
少なく施工できたことによる減額変
(有)高瀬建設工業
更。
民地摺り付け部の舗装面積の追加及び
工区内にある標識の支柱が腐食してい
(株)新井建設工業
ることによる標識撤去工を追加したた
め。
【第１回】土運搬作業において、搬入
先である新栄橋橋梁補修工事の受入準
備及び開始に遅れが生じたため、工期
を延長したい。【第２回】調整池の法
肩平場部に隣接する既設石積の基礎部
(株)阿左美建設工業
が露出しており、風雨に浸食され劣化
が進行していることから、基礎部保護
及び道路面との段差解消のため、路肩
盛土及び法面整形の数量増を変更にて
対応したい。
【第1回】関係地権者との境界立会い
の日程調整に不測の日数を要し、成果
取りまとめに必要な日数が確保できな
いため、完了期日の延期を行いたい。
【第2回】道路計画において関係地権
者の同意が得られない箇所があり、道
路計画の変更が必要となったため、計
(株)高崎測量
画変更及び成果取りまとめに必要な日
数を確保するため工期の延期を行いた
い。【第3回】道路線形の決定に伴
い、ビニールハウスや生垣などの補償
物件が増加したことから、用地調査項
目を増加したため設計変更を行いた
い。

契約金額
（変更後）

42,951,600

契約日
（当初）

契約日
（変更）

着手時期

完成時期等
（当初）

完成時期等
（変更後）

平成27年9月7日

平成28年1月28日

平成27年9月8日

平成28年1月29日

平成28年3月5日

平成27年9月8日

平成28年2月10日

平成27年9月8日

平成28年3月18日

平成27年9月30日

平成28年2月29日

平成27年9月7日

45,986,400

平成27年9月7日

平成28年2月29日

平成27年9月29日

5,821,200

平成27年11月20日
平成27年12月18日
平成27年9月29日 平成27年12月11日 平成27年9月30日 平成27年11月30日
平成28年1月29日
平成28年1月25日

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）
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17

18

19

20

入札
の別

指名
競争

指名
競争

指名
競争

指名
競争

発注担当課

都市計画課

工事名・業務名等

社会資本整備総合交付金事業
市道大間々3077号線管渠埋設工
事
(27-111-3)

社会資本整備総合交付金事業
都市計画課 県道前橋大間々桐生線
舗装復旧工事(27-111-10)

水道工務課

水道工務課

大間々世良田線バイパス配水管
新設工事第1工区

市道笠懸1203号線配水管新設工
事

工事等の
種別

土木一式

舗装工事

水道施設

水道施設

工事場所・業務場所等

9,007,200

着手時期

完成時期等
（当初）

12,139,200

平成27年9月29日 平成27年11月27日 平成27年9月30日 平成27年11月30日

みどり市笠懸町久宮地内
（工業団地東）

並行して行われている大間々世良田線
バイパス道路改良工事におて、今後の
本管布設予定個所の変更を予定してい
ます。（当初はパイパス歩道に沿って
新設交差点までを予定していた。しか
(株)相羽通建
し既存の太田市道を通過しみどり市通
上の本管に接続する道路に変更した
い。）そのため、管路の進行方向、埋
設深度の変更が予想されるので今回の
施工延長を短くしたい。

みどり市大間々町桐原
48番地5

13,737,600

95.91%

13,176,000

13,035,600

平成27年9月28日

平成28年1月6日

平成27年9月29日

平成28年1月15日

みどり市笠懸町西鹿田地
内（第10区公民館北）

【第1回】本工事の県道掘削部におい
て、道路掘返し規制期間(3年間)を経
過していないため、桐生土木事務所と
の協議に時間を費やしてしまった事
と、本管分岐部に設置するコスモバル
ブの穿孔予約が1月中旬まで取れない
状態になっていたため、工期の変更を 新里設備工業(株)
行いたい。【第2回】本工事の市道部 笠懸営業所
について、当初片側通行止めにて工事
を予定していましたが、工事個所住民
の通行しかなく、道幅も狭いため、全
面通行止めにて工事を実施しました。
その結果、予定していた交通誘導員を
削減したく設計変更したい。

みどり市笠懸町西鹿田
38-1

16,092,000

96.64%

15,552,000

15,033,600

平成27年9月29日

平成28年1月18日

平成27年9月30日

平成28年1月29日

みどり市大間々町桐原
48-5

15,465,600

96.02%

14,850,000

15,163,200

平成27年9月28日

平成29年1月25日

平成27年9月29日

平成28年1月29日

みどり市大間々町大
間々467番地11

8,748,000

96.54%

8,445,600

8,748,000 平成27年9月29日

平成28年1月12日

平成27年9月30日

平成28年1月15日

みどり市東町花輪地内

本工事を実施する中、オーバーホール
予定の水位調整弁に口径が設計と異な
る水位調整弁が設置してあることが確
水機興業(株)
認できたため、既存の水位調整弁の口
径に合わせた材料を使用し、設計内容
を変更し、変更契約を行いたい。

前橋市上泉町3106-1

2,883,600

93.63%

2,700,000

2,700,000

平成27年9月29日

平成28年1月12日

平成27年9月30日

平成28年1月29日

みどり市笠懸町阿左美
3740
笠懸第1保育園

当初クラック（ひび）と想定した部分
に着手したところ、既存塗装の上に
プールコートを施工したことによる全
体的な剥離が起き、浮いたコート層の
(株)曽根防水工業
一部が割れたものであることが確認さ
みどり営業所
れました。よって既存プールコートを
全面撤去し、下地処理を施してから新
規にプールコートを全面施工し直す内
容に変更したい。

みどり市大間々町大
間々415番地2

75.87%

3,456,000

3,780,000

平成27年4月23日

平成27年6月2日

平成27年4月24日

平成27年6月20日

平成27年度配水管布設替工事
(みＣ-21)

水道施設

みどり市笠懸町西鹿田地
内

防水

9,028,800

契約日
（変更）

11,988,000

水道工務課

笠懸第1保育園プール補修工事

96.87%

契約日
（当初）

96.86%

指名
競争

こども課

9,320,400

契約金額
（変更後）

12,376,800

22

指名
競争

契約金額又は
落札金額
（当初）

みどり市大間々町塩原
96番地3

みどり市笠懸町鹿（市営
住宅北）

24

落札率

みどり市大間々町大間々
地内

水道施設

水道施設

予定価格
（円）

・舗装復旧予定個所の道路内に視線誘
導標が設置されており、舗装復旧時に
撤去・再利用ができず、撤去・新設が
必要なため。・本工事箇所の路線は大
型店舗が多く、この店舗への出入車両 (株)高草木建設
が当初の想定より多く、また、交差点
の施工に際しては大型車両が通行でき
ないため、適切な交通誘導員の配置が
必要なため。

市道笠懸4071号線配水管新設工
事

花輪配水池水位調整弁更新工事

契約の相手方の
住所

みどり市大間々町大
間々2279番地2

水道工務課

浄水課

契約の相手方の
名称

みどり市大間々町大間々
地内

指名
競争

指名
競争

契約変更の場合の
理由

【第1回】既設埋設物が影響し、0号マ
ンホール設置位置の変更及び取付管設
置のための小型マンホールの追加が必
要となり、舗装工を含め進捗に影響が
生じたため工期を延長したい。【第2
回】・雨水管等の既設埋設物が支障と
なり、小型マンホールを1基追加した 古塩建設(株)
ことによる増額。・当初、既設雨水管
の管路及び集水マスの撤去再設置を見
込んだが、現場状況から撤去再設置が
不要のため減額。・現場の車両等の通
行状況により、交通誘導員の減少によ
る減額。

21

23

随意契約の場合の
理由

工事実施において、曲管材料等の追加
が必要になりました。また、当初設計
において仮復旧は計上しておりません
でしたが、年末年始の事故の防止措置 (株)相羽通建
として、水道管横断部の仮舗装を実施
したことにより増額にったため、変更
契約を行いたい。
当初設計延長が過少であったため約6m
延長を延ばし直管を追加したことと、
計上漏れによる材料を追加したことに
よる増。また、起点部及び終点部にお
いて、布設替区間の既設管が曲管45° (有)高草木設備
にて道路中央側へ寄っていたため、既
設管切断及び接続作業の際の掘削幅を
広くしたことにより土工量が増えたた
めの増額変更。

4,555,084

完成時期等
（変更後）

平成27年9月29日 平成27年12月15日 平成27年9月30日 平成27年12月18日 平成27年12月28日

平成28年2月29日

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）
Ｎｏ．

25

26

27

28

入札
の別

指名
競争

一般
競争

一般
競争

一般
競争

発注担当課

建設課

建設課

学校計画課

学校計画課

工事名・業務名等

市道大間々6007号線改良舗装及
び代替地等整備工事

市道笠懸3067号線道路改良工事

旧神梅小学校プール・管理棟解
体工事

旧福岡西小学校プール・管理棟
解体工事

29

随意
契約

社会福祉課

30

指名
競争

危機管理課 平成27年度交通安全対策工事

31

指名
競争

観光課

かたくりの湯源泉ポンプ制御盤
及び源泉ポンプ交換工事

ながめ公園歩行者用通路整備工
事

工事等の
種別

工事場所・業務場所等

随意契約の場合の
理由

契約変更の場合の
理由

契約の相手方の
名称

契約金額又は
落札金額
（当初）

契約金額
（変更後）

契約日
（当初）

契約日
（変更）

着手時期

完成時期等
（当初）

完成時期等
（変更後）

平成27年5月26日

平成27年8月31日

平成27年9月18日
平成27年9月30日

みどり市大間々町塩原
1028番地

11,350,800

94.20%

10,692,000

12,160,800

平成27年5月25日

平成27年8月19日
平成27年9月9日
平成27年9月18日

みどり市笠懸町久宮地内

【第1回】大間々用水土地改良区によ
る既設畑管の布設替え工事の追加及び
9月の台風等の天候不順のため工期を
延長したい。【第2回】エコノミー側
溝からGPUへ変更し、側溝連結部に集 (株)泰和興業
水桝を1基追加する必要があったこと
による変更。また、大型ダンプ迂回に
より1日あたりの交通誘導員数を増や
す必要があったことによる増額。

みどり市笠懸町鹿3901
番地

23,673,600

86.22%

20,412,000

21,729,600

平成27年6月9日

平成27年10月22日
平成27年6月10日 平成27年10月30日 平成27年12月18日
平成27年12月16日

みどり市大間々町上神梅
68番地（旧神梅小学校地
内）

【第1回】長雨による残土処理及び擁
壁補強等の付帯工事等の工期延長【第
2回】プール解体後、当該地の駐車場
利用に伴い水はけを良くするため、砕
(株)相羽通建
石・山砂を敷く必要が生じたため、ま
た、解体したことにより新たに体育館
の雨水排水管が必要になったため工事
内容の変更を行った。

みどり市大間々町桐原
48番地5

32,151,600

70.00%

22,507,200

24,062,400

平成27年6月8日

平成27年9月28日
平成27年10月13日

平成27年6月9日

平成27年9月30日 平成27年10月20日

とび・土工・コ
ンクリート

みどり市大間々町塩原
363番地（旧福岡西小学
校地内）

【第1回】長雨による残土処理及び擁
壁補強等の付帯工事等の工期延長【第
2回】プール解体後、当該地を多目的
広場として利用することに伴い、水は (有)通友
けを良くするため、砕石・山砂を敷く
必要が生じ、工事内容の変更を行っ
た。

みどり市大間々町桐原
709－8

31,978,800

70.01%

22,388,400

26,352,000

平成27年6月8日

平成27年9月28日
平成27年10月13日

平成27年6月9日

平成27年9月30日 平成27年10月20日

機械器具設置

源泉ポンプと制御盤につ
いては、落雷による故障
に対し、現状復旧するこ
みどり市笠懸町鹿2471番
とが損害保険の適用要件
地
であるため、輸入業者で
同製品を設置した業者と
随意契約とした。

東京都品川区西五反田
(株)クリステンセン・
7丁目24番地4号 Ｋ.
マイカイ東京支店
Ｕ.ビル3Ｆ

27,473,631

98.58%

27,084,240

平成27年6月9日

平成27年12月28日

塗装

みどり市大間々町及び東
町地内

工事施工数量の増減による変更

桐生市菱町1丁目251番
地

4,989,600

73.59%

3,672,000

4,309,200

平成27年6月23日

平成27年9月29日

平成27年6月24日

平成27年9月30日

みどり市大間々町桐原地
内

歩行者通路降下場に残る旧井戸につい
て、歩行者の安全を考え閉塞工を追加
したい。また、歩行者動線上に観光案
内板が設置されているため、看板移設 古塩建設(株)
工を追加したい。追加工事により当初
工期内での完成が見込めなくなったた
め、工期延長を行いたい。

みどり市大間々町大
間々2279番地2

3,434,400

88.05%

3,024,000

3,384,720

平成27年6月22日

平成27年8月26日

平成27年6月23日

平成27年8月31日

平成27年9月11日

みどり市大間々町桐原
1496-12

6,480,000

93.33%

6,048,000

6,415,200

平成27年6月26日

平成27年9月24日

平成27年6月27日

平成27年9月30日

平成27年10月9日

みどり市笠懸町鹿4481
番地2

12,582,000

96.14%

12,096,000

11,156,400

平成27年6月26日

平成27年9月11日

平成27年6月27日

平成27年9月30日

みどり市笠懸町鹿3901
番地

4,838,400

95.09%

4,600,800

5,346,000

平成27年6月25日

平成27年9月7日

平成27年6月26日

平成27年9月30日

みどり市大間々町大
間々2279番地2

2,678,400

90.73%

2,430,000

平成27年6月23日

平成27年8月31日

96.50%

23,220,000

平成27年10月6日

平成28年3月18日

土木一式

その他工事（と
び・土工・コン
クリート）

土木一式

観光課

ながめ公園太鼓橋改修工事

土木一式

みどり市大間々町大間々
地内

33

指名
競争

建設課

市道2級7号線舗装改修工事

舗装工事

みどり市笠懸町阿左美地
内

新道路企画(有)
桐生支店

太鼓橋西側踊場裏の躯体コンクリート
に劣化が生じており、剥離の恐れがあ
るため、躯体部分の保護補修工事を追
オガワ美装(有)
加したい。また、天候不順により橋梁
塗装工事に遅れが生じたため、工期の
延長を行いたい。
施工にあたり試掘したところ、現道は
以前オーバーレイで施工されており舗
装厚が8㎝以上あることがわかりまし (株)上州
た。このことから、5㎝の切削オー
バーレイ工法に変更したい。

34

指名
競争

建設課

市道笠懸4204号線舗装改修工事

舗装工事

みどり市笠懸町阿左美地
内

度々修繕を行っている老朽化した横断
側溝について撤去し、新しい横断側溝
の布設を追加したい。また、既設舗装
(株)泰和興業
の一部にオーバーレイで施工している
箇所があることによるアスファルト殻
の運搬・処理の増額を行いたい。

35

指名
競争

建設課

市道笠懸1259号線簡易舗装工事

舗装工事

みどり市笠懸町西鹿田地
内

古塩建設(株)

建設課

落札率

みどり市大間々町塩原地
内

土木一式

指名
競争

一般
競争

予定価格
（円）

【第1回】代替地の出入り口の位置に
ついて、地権者との協議に不測の時間
を要したため、工期を延長したい。
【第2回】隣接敷地との境界に工作物
を設置するため、隣接地権者への確認
協議に時間を要し、この間半月の工期
貴船工業(株)
を延長したい。【第3回】代替地の出
入口箇所変更に伴い、L型擁壁の規
格、割付の変更を実施し対応したい。
また、道路拡幅に伴い、近隣畑地への
用水取出し管の切り回しを実施した
い。

32

36

契約の相手方の
住所

市道2級35号線道路改良工事(第2
土木一式
工区)

みどり市東町沢入地内

大型ブロック積の基礎部が、岩盤では
なかったことによる全面コンクリート
埋戻しの数量減及び基礎部床掘におい
(株)新井土木
て、河川からの浸水が多く、当初の排
水処理では追いつかなかったため、水
替工の数量増を変更にて対応したい。

みどり市東町荻原140
番地

24,062,400

平成27年6月8日

平成27年6月22日

24,051,600

平成27年10月5日

平成28年3月9日

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）
Ｎｏ．

37

38

39

入札
の別

一般
競争

一般
競争

一般
競争

発注担当課

建設課

建設課

都市計画課

工事名・業務名等

市道東2136号線他水路改修工事
(第1工区)

新栄橋橋梁補修工事

一般
競争

教育総務課 あずま小学校屋上防水改修工事

41

一般
競争

笠懸野文化ホール舞台照明設備
社会教育課 改修工事(第2期ﾎﾞｰﾀﾞｰｹｰﾌﾞﾙ交
換)

随意
契約

浄水課

電磁流量計応急修繕工事

工事場所・業務場所等

随意契約の場合の
理由

契約変更の場合の
理由

契約の相手方の
名称

契約の相手方の
住所

予定価格
（円）

落札率

契約金額又は
落札金額
（当初）

契約金額
（変更後）

契約日
（当初）

契約日
（変更）

着手時期

完成時期等
（当初）

完成時期等
（変更後）

みどり市東町小夜戸地内

【第1回】工事の支障となる電柱の移
設に不測の日数を要したため、工期を
平成28年5月31日まで延長したい。
【第2回】当初、U字溝の片側に土留壁
(H=500)を設置する予定であったが、
地権者の要望により土留壁を両側に設
置すること且つ、土留壁(H=300)に変
更することに伴い、土留壁が受注生産
品であることから、納品に時間を要し
てしまうため、工期を平成28年6月30
日まで延長したい。【第3回】自由勾
(株)金子建設
配側溝を敷設するにあたり、側溝の天
端と民地に高低差が生じてしまうこと
から、追加で土留壁(H=300)を設置す
ることに伴い、土留壁が受注生産であ
ることから、納品に時間を要してしま
うため、工期を延長したい。【第4
回】U字溝等の敷設作業時に重機を使
用するため、鉄板を敷いての作業及
び、田植え時期の施工に伴う水替工等
が生じたことによる仮設工の追加によ
る増加のため。

みどり市東町神戸577
－2

22,226,400

96.70%

21,492,000

24,000,000

平成27年10月5日

平成28年3月14日
平成28年5月23日
平成28年6月21日

平成27年10月6日

平成28年3月18日

平成28年5月31日
平成28年6月30日
平成28年7月15日

みどり市大間々町桐原地
先

【第1回】既設フーチング(橋脚土台)
部の形状が当初設計と異なっていたこ
とから、フーチング拡幅及びコンク
リート巻立寸法の再計算に不測の日数
を要したため、工期を平成28年5月31
日まで延長したい。【第2回】工事用
モロオカ建設(株)
道路の勾配が急であり、大型トラック
やコンクリートミキサー車の通行を安
定させるため、敷砂利厚を増加したた
め。また、新規フーチング打設に伴い
水替工が追加されたことにより増額変
更を行いたい。

みどり市大間々町大
間々1333-2

41,104,800

96.43%

39,636,000

43,934,400

平成27年10月5日

平成28年3月14日
平成28年5月26日

平成27年10月6日

平成28年3月18日

平成28年5月31日

みどり市笠懸町阿左美地
内

【第1回】本工事の施工に際し、支障
となる上水道管の敷設替え工事の完了
が予定より遅れ、本工事の着手ができ
ず、契約工期内での完成が見込めない
ため工期の延長を行いたい。【第2
回】工事個所の道路内に既設上水道管
（石綿管）が埋設されており、工事に
際し支障となるため、布設替え工事を
施工しました。しかし、既設上水道管 (株)上州
（石綿管）が撤去されずに雨水管渠の
堀山に残っており、工事に際し支障と
なるため撤去したい。残土処分につい
ては、発注段階で処分場所が確定して
なかったため、運搬距離2.0㎞を想定
していましたが、残土の処分場所が確
保できたため残土の運搬距離を9.5㎞
としたい。

みどり市笠懸町鹿4481
番地2

33,760,800

95.33%

32,184,000

33,620,400

平成27年10月5日

平成28年1月20日

平成27年10月6日

平成28年1月25日

平成28年2月29日

防水

みどり市東町神戸10番地
（あずま小学校）

中心は工種の変更によるもので具体的
には機械的固定鋼板パラペット天端部
分の使用材料変更、当初ドレーンの再
(株)キンケン
使用から経年劣化による新規交換及び
みどり支店
ステンレス手すりの嵩上新設の取りや
め、OM屋根補修の工法の変更によるも
の。積算の結果、金額変更はなし。

みどり市大間々町小平
甲193

35,618,400

70.01%

24,937,200

24,937,200

平成27年10月5日 平成27年12月25日 平成27年10月6日

平成28年1月10日

電気

みどり市笠懸町阿左美
1579番地1（笠懸野文化
ホール）

当初全量廃棄予定であったﾎﾞｰﾀﾞｰｹｰﾌﾞ
ﾙについて、被膜内の銅線部分の換金
(株)松村電機製作所
処理について協議が整い、当初設計書
東京支店
の内、既設撤去費の金額が減額となる
ため設計変更を行いたい。

東京都台東区池之端2
－7－17
井門池之端ビル

25,488,000

97.46%

24,840,000

24,699,600

平成27年10月5日

平成27年10月6日

平成28年2月29日

電気

【緊急工事】当該電磁流
量計は、浄水処理におけ
る各種薬品の注入量の自
動制御を行うために必要
みどり市大間々町塩原
な機器であり、浄水処理
1376番地（塩原浄水場）
に欠かすことのできない
重要機器となるため、早
急に修繕する必要がある
ため。

2,970,000

97.45%

2,894,400

平成27年8月8日

平成27年11月13日

土木一式

土木一式

身無第5雨水幹線市道笠懸4110号
土木一式
線管渠埋設工事

40

42

工事等の
種別

クシダ工業(株)

高崎市貝沢町甲965

平成27年10月26日

平成28年2月17日

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）
Ｎｏ．

入札
の別

43

指名
競争

44

指名
競争

発注担当課

工事名・業務名等

工事等の
種別

着手時期

完成時期等
（当初）

(株)中西建設

みどり市東町神戸590
番地3

7,441,200

96.52%

7,182,000

7,938,000 平成27年10月29日 平成28年2月19日 平成27年10月30日 平成28年3月11日

(株)金子建設

みどり市東町神戸5772

8,186,400

96.31%

7,884,000

8,024,400 平成27年10月29日

(有)山下土木

みどり市笠懸町阿左美
2281-1

8,629,200

96.37%

8,316,000

8,478,000 平成27年10月29日 平成28年1月22日 平成27年10月30日 平成28年1月29日

(株)尾池土木

みどり市東町花輪11番
地1

17,107,200

95.96%

16,416,000

13,456,800 平成27年10月29日

(有)中村水道

みどり市大間々町大
間々701-5

6,015,600

96.95%

5,832,000

平成27年10月29日

指名
競争

建設課

市道1級27号線擁壁補修工事

土木一式

みどり市東町神戸地内

47

指名
競争

社会資本整備総合交付金事業
都市計画課 市道笠懸2083号線管渠埋設工事
（27-311-4）

土木一式

みどり市笠懸町阿左美地
内

48

指名
競争

社会資本整備総合交付金事業
都市計画課 市道大間々3109号線他管渠埋設
工事第2工区（27-111-6）

土木一式

みどり市大間々町大間々
地内

49

指名
競争

水道工務課

大間々世良田線バイパス配水管
新設工事第2工区

水道施設

みどり市笠懸町久宮地内
（№11調整池南）

舗装工事

14,040,000

契約日
（変更）

5,994,000 平成27年10月29日 平成28年2月26日 平成27年10月30日 平成28年2月29日

46

平成27年度県単林道舗装事業
林道作原沢入線舗装工事

87.54%

契約日
（当初）

5,691,600

みどり市東町小夜戸地内

農林課

16,038,000

契約金額
（変更後）

94.95%

建設課

一般
競争

契約金額又は
落札金額
（当初）

5,994,000

45

51

落札率

みどり市笠懸町鹿3901
番地

市道1級24号線側溝改修工事（第
土木一式
1工区）

水道施設

予定価格
（円）

みどり市笠懸町鹿地内

指名
競争

沢入駅北配水管移設工事

契約の相手方の
住所

農業用水路及び転倒ゲートを効率よ
く、また安全に維持管理を行うため、
分水ゲートの追加施工を行う。追加施 (株)泰和興業
工に係る工事量が増加するため、事業
費の増加及び工期の延長を行う。

農林課

浄水課

契約の相手方の
名称

みどり市大間々町大
間々2279番地2

平成27年度小規模農村整備事業
前鹿田地区転倒ゲート設置工事

指名
競争

契約変更の場合の
理由

みどり市大間々町桐原地
内

桐原地区芝生植生工事

土木一式

随意契約の場合の
理由

減工）施工面積について、起工時の公
図面積から、光波測距義による実測面
積に変更し、174㎡を減工したい。植
樹縁石工について、グラウンドの縁端
部既設擁壁は高く、強固なものであり
土砂の流出の恐れもないことから外側
の縁石工を減工したい。南側民家との
隣接地について、竹が繁茂し十分な光
の確保が困難なことから、植樹の間隔
古塩建設(株)
をあけ、2本減工したい。
増工）入口付近の既設舗装74.2㎡は表
面が劣化し傷みが激しいので、劣化し
た表層工を撤去し、新たに舗装する部
分と一体的に舗装したい。入口部を横
断するＵ字溝は、蓋とともに車道対応
していないことから車道用の落蓋式側
溝8.0mとグレーチング8.0mを新設し、
安全な通行に配慮したい。

財政課

50

土木一式

工事場所・業務場所等

消火栓切回しにおいて、消火栓本体の
老朽化が著しいため、取替工を追加及
び民地出入口の摺り付けのため、コン
クリート版復旧工の追加を変更にて対
応したい。
既設擁壁への空隙注入において、当初
設計よりも空隙が大きかったことによ
る注入量の数量増及び擁壁前面シール
コン施工のための足場工の追加を変更
にて対応したい。
当初想定していなかった既存排水管
(Vuφ100)が道路内に埋設されてお
り、本工事の施工に際し支障となった
ため、切り回し工事を施工した。
(L=99.0m)
上記の切り回し工事に交通誘導員の
配置が必要となり2名増員した。
【第1回】既設の埋設管が近接及び横
断し人力作業が多くなり作業が遅れた
こと、また、2回の降雪により除雪作
業等安全確保に時間を要したことから
完成期日の延期を行いたい。【第2
回】他路線での接続が可能となったた
めM380-5-2ﾏﾝﾎｰﾙよりM380-5-3ﾏﾝﾎｰﾙま
での16.0mの管路埋設及び市道大間々
3364号線のM308-4-2ﾏﾝﾎｰﾙよりM380-43ﾏﾝﾎｰﾙ設置についても施工しないこと
としたい。

みどり市東町沢入地内
（沢入駅北）

【第1回】不断水分岐工事を専門とす
る業者は国内で2社のみであり、本工
事の開始時期とこの2社の不断水分岐
工事の繁忙期が重なり、不断水分岐工
事の着手日が年末近くになったこと。
また、1月18日の降雪により工事が1週
間中断したことで工程が大幅に遅れた
こと、及び既設水路橋部の強度維持の
ために管布設工法の変更により工程が (株)金子建設
遅れています。このことから工期の延
長を行いたい。【第2回】既設配水管
を廃止する施工として不断水簡易止水
栓を設置予定でありましたが、既設部
材の性能構造から設置不可となる材工
費減。また、交通量が少ない現場で
あったことによる交通誘導員の減によ
り、工事費が減額。

みどり市東町神戸5772

10,983,600

96.36%

10,584,000

みどり市東町沢入地内

【第1回】平成28年1月18日の降雪によ
り、現場入口や工事現場が積雪や路面
凍結しているため、施工が困難となっ
た。また、舗装の品質保全のため工期
を延長したい。【第2回】3月25日(工
期)の完了を目指していたが、現場付
近の法面で数カ所、軽度の土砂崩れが (株)山藤組
あったことにより、道に崩れ落ちた土 みどり営業所
砂の撤去に時間を要し、工期内での完
了が困難となったため、工期を延期し
たい。【第3回】平成28年1月18日の降
雪をはじめ、度重なる降雪により、工
事車両が通行できず工期内に完了でき
なくなったため、工期を延期したい。

みどり市東町花輪98番
地2

28,674,000

96.80%

27,756,000

14,245,200 平成27年10月29日

平成28年3月9日

平成28年3月3日

平成27年10月30日 平成28年3月11日

平成28年3月11日

平成27年10月30日 平成28年3月11日

平成28年1月29日
平成27年10月30日
平成28年2月15日

平成28年2月5日

平成28年2月19日

平成27年10月30日 平成28年1月25日

10,216,800 平成27年10月29日 平成28年2月17日 平成27年10月30日 平成28年2月29日

平成27年11月5日

完成時期等
（変更後）

平成28年2月26日
平成28年3月15日
平成28年3月31日

平成27年11月6日

平成28年2月29日

平成28年3月28日

平成28年3月25日
平成28年3月31日
平成28年5月31日

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）
Ｎｏ．

入札
の別

発注担当課

工事名・業務名等

社会資本整備総合交付金事業
都市計画課 市道大間々3355号線他管渠埋設
工事（27-111-2）

工事等の
種別

工事場所・業務場所等

52

一般
競争

53

指名
競争

建設課

市営浅原田中団地D棟外壁及び屋
防水及び塗装
上防水改修工事

みどり市大間々町浅原地
内（市営浅原田中団地）

54

指名
競争

建設課

市営浅原田中団地E棟外壁及び屋
防水及び塗装
上防水改修工事

みどり市大間々町浅原地
内（市営浅原田中団地）

55

56

指名
競争

指名
競争

57

指名
競争

58

指名
競争

社会資本整備総合交付金事業
都市計画課 市道大間々3078号線他管渠埋設
工事（27-111-4）

社会資本整備総合交付金事業
都市計画課 市道大間々3298号線他管渠埋設
工事（27-111-8）

浄水課

濃縮槽外壁塗装工事

教育総務課 小中学校消防設備改修工事

土木一式

土木一式

土木一式

みどり市大間々町大間々
地内

随意契約の場合の
理由

契約変更の場合の
理由

契約の相手方の
名称

【第1回】現場で既設の埋設物（雨水
管、上水道）の引込等が近接している
ことと、生活道路であり住宅が多く慎
重な施工が必要なこと、転石（大きな
石）の除去が多く工事の掘削に影響が
あること、降雪等の影響により作業が
(株)高草木建設
遅れたため、完成期日の延長を行いた
い。【第2回】現地調査の結果、本工
事の施工に際し、既設給水管が支障と
なっていることが判明した。このため
給水管の仮設配管及び布設替えを施工
したい。
本工事で、足場を組み外壁詳細調査を
行った結果、当初目視では発見できな
かったクラック及びモルタル浮部、爆
裂等及び既設笠木部の劣化によるモル オガワ美装(有)
タル補修箇所が新たに発見され、躯体
長寿命化のため補修が必要となり増額
変更となります。
本工事で、足場を組み外壁詳細調査を
行った結果、当初目視では発見できな
かったクラック及びモルタル浮部、爆
裂等及び既設笠木部の劣化によるモル (株)倉澤建設
タル補修箇所が新たに発見され、躯体
長寿命化のため補修が必要となり増額
変更となります。

契約の相手方の
住所

予定価格
（円）

落札率

契約金額又は
落札金額
（当初）

みどり市大間々町塩原
96番地3

25,390,800

96.00%

24,375,600

契約金額
（変更後）

契約日
（当初）

契約日
（変更）

着手時期

完成時期等
（当初）

完成時期等
（変更後）

26,103,600 平成27年11月10日

平成28年2月4日
平成28年3月9日

平成27年11月11日

平成28年2月5日

平成28年3月10日

みどり市大間々町桐原
1496番地12

19,072,800

94.56%

18,036,000

18,154,800

平成27年12月1日

平成28年3月15日

平成27年12月2日

平成28年3月18日

平成28年3月28日

みどり市笠懸町阿左美
805番地の6

18,349,200

96.53%

17,712,000

18,187,200

平成27年12月1日

平成28年3月15日

平成27年12月2日

平成28年3月18日

平成28年3月28日

みどり市大間々町大間々
地内

【第1回】近接工事の関係から交通規
制等の影響を最小限にするため掘削着
手を延期する必要があったこと。ま
た、管路掘削時に既設埋設物（雨水
管）が想定外の位置に埋設されてお
り、管路埋設位置を変更する必要が生
じ、契約工期内での完成が見込めない
ため工期を延長したい。【第2回】・
既設給水管が当初想定外の位置に埋設
貴船工業(株)
されており、給水管布設替工が減少し
たため。・公共ますの設置について、
民地内の既設浄化槽設備等により立上
げ管の設置場所が確保できず、管止め
施工としたこと、また、承諾を得られ
ない住宅分の減少により、取付管及び
ます工が減少したため。・上記の減工
に伴い、交通誘導警備員の配置数が減
少したため。

みどり市大間々町塩原
1028番地

18,813,600

91.85%

17,280,000

16,783,200 平成27年11月26日

平成28年3月8日
平成27年11月27日 平成28年3月15日
平成28年4月25日

平成28年4月28日

みどり市大間々町大間々
地内

【第1回】前工区の完成が2月中旬とな
り、交通規制等の関係から着手を延期
する必要があったこと。水道給水管の
仮設、布設替え工に着手したが既設管
が想定外の位置に埋設された箇所があ
り期間を要したこと。既設埋設物（雨
水管）及び構造物（壁）等が近接して
おり、試掘調査の結果、管路埋設位置
を調整する必要があることから、契約
工期内での完成が見込めないため工期
を延長したい。【第2回】水道給水管
の仮設、布設替え工に着手したが、既
設管が想定外の位置に埋設された箇所
があり、期間を要したこと。また、施
工箇所が狭隘であり、付近住民の交通
対策に調整が必要となるため、工事完
(有)大下建設工業
成期日を平成28年6月24日まで延期し
たい。【第3回】下水道管渠埋設後の
舗装復旧について、既設雨水管構造物
の高さ等を基準に現状復旧の範囲にて
舗装復旧を検討したところ、十分な縦
断・横断勾配が取れず、雨水滞留等が
懸念されたことから、道路管理者と協
議したところ、雨水排水の苦情等もあ
るため、道路管理者にて雨水管ﾏﾝﾎｰﾙ
及び集水マスの敷調整等補修工を施工
し対応することとなりました。このた
め、道路管理者発注の補修工の工程及
び今後の雨天等を考慮すると、工期内
での完成が見込めないため、工事完成
期日を平成28年7月15日まで延期した
い。

みどり市笠懸町鹿4223
番地5

17,690,400

95.85%

16,956,000

5,486,400

96.06%

5,270,400

7,214,400

95.81%

6,912,000

塗装

みどり市大間々町塩原
1391（排水処理場）

消防施設

市内小学校5校、中学校4
校

外壁の高圧洗浄を行い古い塗装を除去
後の下地調査をした結果、漏水を伴う
ような深いクラックは認められず、ひ
び割れ程度のクラックを多数確認し
カワナベ工業(株)
高崎市矢中町319番地6
た。対策として全体的に薄いモルタル
を吹き付けて補修する工法に変更した
ため。
入札及び施工開始までの間に笠懸中学
校ガス漏れ火災警報器の改修工事を
(株)グンエイみどり支 みどり市笠懸町阿左美
行ったため、当該工事を減額するも
店
1863
の。

平成28年3月8日
平成27年11月30日 平成28年5月30日
平成28年6月15日

平成27年12月1日

平成28年3月15日

平成27年12月1日

平成28年1月29日

平成27年12月2日

平成28年1月29日

6,814,800 平成27年12月1日

平成28年3月7日

平成27年12月2日

平成28年3月15日

5,518,800

平成28年5月31日
平成28年6月24日
平成28年7月15日

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）
Ｎｏ．

入札
の別

発注担当課

59

指名
競争

教育総務課 東公民館空調設備改修工事

60

61

指名
競争

一般
競争

62

一般
競争

63

一般
競争

64

一般
競争

社会教育課

工事等の
種別

工事名・業務名等

大間々テニスコート脇トイレ改
築工事

管

浄水課

企画課

沈澱池手摺設置工事

笠懸町鹿(調整池13)太陽光発電
施設建設工事

みどり市東町花輪205番
地1

随意契約の場合の
理由

契約変更の場合の
理由

契約の相手方の
名称

予定価格
（円）

落札率

契約金額又は
落札金額
（当初）

契約金額
（変更後）

契約日
（当初）

3,920,400

93.11%

3,650,400

みどり市大間々町大間々
地内

・汚水桝は宅地用で設計していたが、
設置場所に大型車両が通行する可能性
があることから、強度と耐久性を備え
た防護蓋に変更する。・排水勾配を
1.5％で施工するとポンプ槽の嵩上げ
が必要なため。・手摺取付け金具がｺﾝ
ｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸB種の壁厚では打込みｱﾝｶｰﾎﾞ
ﾙﾄの強度不足で破損の恐れがあるた
め、取付け用部材を変更し、利用者の
(株)高草木建設
安全を確保したい。・勾配天井にｾﾝｻｰ
付の照明を設置するため、照明を水平
に取り付けれるよう、部材を追加した
い。・周辺土地の勾配により汚水中継
ﾎﾟﾝﾌﾟ槽内に雨水が流れ込む恐れがあ
るため､ﾎﾟﾝﾌﾟ槽周囲にｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを
積み、水の流れ込みを防ぎたい。・建
物周囲に砕石を敷き、激しい降雨時の
建物への雨水の流れ込を防ぎたい。

みどり市大間々町塩原
96番地3

9,936,000

96.74%

9,612,000

9,784,800

平成27年12月1日

みどり市笠懸町鹿地内

【第1回】現在施工中の工事個所に隣
接した岩宿の里を「みどり市カタクリ
さくらまつり」の会場及び「花と緑の
ぐんまづくり2016inみどり」のサテラ
イト会場に予定されており、会場準備
及び開催に影響が懸念され、この期間
に工事を休止させざるを得ず、工期を
延期する必要があるため。
【第2回】地下水位が高く、湧水量が
(株)新井建設工業
想定よりも多かったため、開削水替工
の数量を増加したい。管路等の埋戻材
は現場発生土を使用する設計であった
が、土の含水比が高く、埋戻材に適さ
ないため、現場発生土の処分先への運
搬及び良質な埋戻材び搬入を追加した
い。管路掘削部に既設擁壁が埋設され
ており、支障となる部分の取壊し・処
分を追加したい。

みどり市笠懸町鹿275
番地7

20,487,600

96.47%

19,764,000

22,118,400

平成27年12月7日

土木一式

みどり市大間々町大間々
地内

【第1回】工区沿線に大型店舗等が多
く、一般車両等の出入りに対応する必
要があり、進捗に影響したこと。填補
の入口が一箇所の場所があり、施工を
定休日に合わせる必要があったため。
県道の一般車両、大型車両の通行量が
多いことから、安全管理のため一定距
離の管路埋設後、舗装仮復旧を施工す
る必要があることから、契約工期内で
の完成が見込めないため工期の延長を
(株)金子建設
行いたい。【第2回】民地の公共ます
設置に不測の日数を要したため、工事
完成期日を平成28年6月17日まで延期
したい。【第3回】県道と市道との接
続部における管路延長を増加したた
め。公共ますの設置について、承諾の
得られない箇所があり、取付管及びま
す工が減少したため。信号機の箇所に
おいて、夜間交通誘導警備員の配置数
を増加したため。

みどり市東町神戸5772

36,568,800

96.57%

35,316,000

36,244,800

平成27年12月7日

建築一式

みどり市大間々町塩原
1376番地（塩原浄水場）

みどり市笠懸町阿左美
763-2

25,714,800

73.92%

19,008,000

・試験堀りを実施したところ転石の厚
い層に到達し、基礎として予定してい
たスクリュー杭では打込みが困難と判
断されたため、コンクリート基礎に変
更することで円滑な施工実施を確保す
るとともに、十分な引張強度を確保し
たい。・アルミ製架台は接合部で他の
鋼材と組み合わせると腐食する恐れが
あることが確認されたため、JIS規格
にも合致した鉄製架台に変更し、維持
(株)グンエイみどり支 みどり市笠懸町阿左美
管理費が安価に抑えられる仕様にに変
店
1863番地
更したい。・調整池北西部の移入路側
法面は設置された発電施設に近接する
ため長期間の使用にあたっては、崩落
することも懸念されるため、既設転石
による石積工を追加し法面の保護を図
りたい。・アース電極の設置抵抗を測
定したところ土質により所定の数値が
確保できないことから、パワーメッ
シュによる電極を新設することで所定
の数値を確保したい。

71,593,200

99.56%

71,280,000

建築一式

電気

みどり市笠懸町鹿地内

(株)新井土木

契約の相手方の
住所
みどり市東町荻原140

社会資本整備総合交付金事業
都市計画課 市道1級1号線管渠埋設工事（27- 土木一式
311-7）

社会資本整備総合交付金事業
都市計画課 県道前橋大間々桐生線管渠埋設
工事第3工区（27-111-1）

工事場所・業務場所等

桂建設(株)

契約日
（変更）

平成27年12月1日

平成28年2月15日

平成28年3月9日
平成28年7月22日

平成28年3月8日
平成28年5月13日
平成28年6月14日

平成27年12月7日

85,018,680

平成27年12月7日

平成28年2月29日

着手時期

完成時期等
（当初）

完成時期等
（変更後）

平成27年12月2日

平成28年1月15日

平成27年12月2日

平成28年2月19日

平成27年12月8日

平成28年3月15日

平成28年7月31日

平成27年12月8日

平成28年3月15日

平成28年5月20日
平成28年6月17日

平成27年12月8日

平成28年2月29日

平成27年12月8日

平成28年2月29日

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）
Ｎｏ．

65

66

67

入札
の別

指名
競争

指名
競争

指名
競争

発注担当課

農林課

農林課

建設課

工事名・業務名等

平成27年度県単林道舗装事業
林道塩沢小平線舗装工事

平成27年度県単林道改良事業
林道松座線法面工事

市道笠懸3007号線舗装改修工事

農業基盤整備促進事業
みどり地区吹上工区道路改良工
事

工事等の
種別

工事場所・業務場所等

契約変更の場合の
理由

契約の相手方の
名称

契約の相手方の
住所

予定価格
（円）

落札率

契約金額又は
落札金額
（当初）

契約金額
（変更後）

契約日
（当初）

契約日
（変更）

着手時期

完成時期等
（当初）

完成時期等
（変更後）

みどり市大間々町塩沢地
内

【第1回】1月の数度にわたる降雪によ
り、一時工事中断ちなったが、3月18
日（当初工期）の完了を目指してきた
ものの、中断期間の影響で工期内での
完成が困難となったため、工期を延長
したい。【第2回】当該工事個所を掘
削したところ想定以上に軟弱な地盤が
貴船工業(株)
出現し、CBR試験を実施した結果、著
しく軟弱な路床であり、山砕による路
床土(下層50㎝)の置換が必要となった
ため置換工を追加したい。また、路盤
の掘削量が増加し置換工が増えること
から、当該工事の工期内完成が困難と
なったため工期を延長したい。

みどり市大間々町塩原
1028番地

12,301,200

96.58%

11,880,000

13,219,200 平成27年12月21日 平成28年3月14日 平成27年12月22日 平成28年3月18日

みどり市東町座間地内

施工にあたり、調査したところ、崩落
した土砂が当初想定していた以上に堆
積しているため、林道への流出を防ぐ
ため、切土工を増加したい。また、落
(株)山藤組
石防止網設置工について当初設計では
みどり営業所
撤去した金網を再利用する予定でした
が、金網の劣化が著しく、また木や草
が絡まっていて再利用できないため、
金網を新設で設置したい。

みどり市東町花輪98番
地2

14,169,600

96.80%

13,716,000

14,169,600 平成27年12月22日 平成28年3月10日 平成27年12月23日 平成28年3月18日

みどり市笠懸町鹿地内

防草のため後退用地の舗装要望が地元
住民から挙がったことによる舗装面積
の増加及び降雨時に畑からの泥の流出
を抑えるためのアスカーブ工を追加
し、また、当初は片側通行止で施工す (株)泰和興業
る予定であったが全面通行止で施工で
きたため早期施工が可能となったこと
から交通誘導員を減少したことによる
変更を行いたい。

みどり市笠懸町鹿3901
番地

4,806,000

95.51%

4,590,000

4,417,200 平成27年12月24日 平成28年2月10日 平成27年12月25日 平成28年2月29日

土木一式

みどり市笠懸町鹿地内

【第1回】国庫補助事業分の年度内完
成及び引渡しを受けるため、約款第38
条の部分引渡しの指定内容を追加した
い。また、道路排水施設の集水区域を
道路内に留める計画にして浸透ﾏﾝﾎｰﾙ
の設置数を削減及び浸透ﾄﾚﾝﾁの浸透層
断面の縮小、一部区間の道路側溝の許
容流速勾配を確保するため、深さH300
(株)新井建設工業
をH500とする深型側溝に変更し対応し
たい。ついては、全体の内容を総合し
て減額変更としたい。【第2回】用地
買収地に設定されている根抵当権につ
いて、根抵当権権利者との協議に時間
を要し、その土地の着工が遅れてしま
うため、その間に要する日数の変更を
実施したい。

みどり市笠懸町鹿275
番地7

19,483,200

96.34%

18,770,400

18,414,000
平成28年3月11日
平成27年12月28日
平成27年12月29日 平成28年3月31日
20,000,000
平成28年3月15日

平成28年6月30日

機械器具設置

みどり市大間々町浅原地
内（福岡中央集落排水セ
ンター場内）

環境システム(株)

前橋市荻窪町785番地6

4,600,800

91.08%

4,190,400

平成27年12月25日 平成28年2月17日 平成27年12月26日 平成28年3月11日

平成28年3月25日

(株)エクセル
笠懸営業所

みどり市笠懸町鹿1412

5,508,000

97.06%

5,346,000

4,870,800 平成27年12月28日 平成28年2月25日 平成27年12月29日 平成28年2月29日

(有)大下建設工業

みどり市笠懸町鹿4223
番地5

3,283,200

96.38%

3,164,400

3,067,200 平成27年12月25日 平成28年2月23日 平成27年12月26日 平成28年2月29日

(株)グンエイみどり支 みどり市笠懸町阿左美
店
1863番地

22,010,400

99.61%

21,924,000

みどり市笠懸町阿左美
980番地

6,793,200

94.91%

6,447,600

7,149,600

平成28年1月28日

みどり市大間々町大
間々2279番地2

4,417,200

91.69%

4,050,000

4,233,600

みどり市笠懸町阿左美
281-1

2,559,600

91.98%

2,354,400

2,332,800

舗装工事

土木一式

舗装工事

68

指名
競争

69

指名
競争

農業集落排水汚泥処理施設修繕
都市計画課
工事

70

指名
競争

水道工務課

市道笠懸4125号線配水管新設工
事

水道施設

みどり市笠懸町久宮地内
（№14調整池西）

71

指名
競争

水道工務課

主要地方道桐生伊勢崎線(阿左美
水道施設
バイパス)配水管新設工事

みどり市笠懸町阿左美地
内（阿左美駅東）

72

一般
競争

危機管理課

平成27年度防災拠点等蓄電施設
設置工事

電気

みどり市笠懸町阿左美地
内(市民体育館)

73

指名
競争

社会福祉課 かたくりの湯浴室梁等改修工事

建築一式

みどり市笠懸町鹿250番
地

建設課

随意契約の場合の
理由

74

指名
競争

建設課

市道笠懸1260号線舗装工事

舗装工事

みどり市笠懸町西鹿田地
内

75

指名
競争

建設課

市道笠懸4175号線舗装工事

舗装工事

みどり市笠懸町阿左美地
内

汚泥引抜ポンプの設計型式が生産中止
になったことに伴い、後継機種での対
応となるが、納期が当初の工期に間に
合わないため完成期日の延長を行いた
い。
平成28年度道路改良工事が予定されて
いるため、1.4ｍ幅にて舗装本復旧を
予定していたが掘削幅による舗装復旧
としたい。そのため舗装復旧費、交通
誘導員が減額となる。
協調工事である桐生土木事務所発注の
阿左美バイパス道路拡幅工事におい
て、拡幅部分の電柱移設が平成28年度
施工の見込みとなったため、拡幅工事
区域が変更となりました。これに伴い
配水管施工延長が減少しますので変更
契約を行いたい。

工事の進行に伴い、当初見込んでいな
かった既存鉄骨梁塗装、既存照明器具
(株)藤生建設
等更新、束補強材の入替及び石目地等
追加シーリングの必要が生じたため。
【第1回】3月の天候不順により道路舗
装が行えず、施工に不測の日数を要し
たため3月25日まで工期を延長した
い。【第2回】起工測量により横断面
古塩建設(株)
において水たまりができる恐れがある
箇所が判明したため、排水対策として
集水桝工及び県道側溝へつなぐ暗渠排
水工を追加したい。
当初設計では既設舗装版をｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
として計上したが、実際はｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
であったため取壊し処理の変更を行っ
たことによる減額及び舗装時に既設ﾏﾝ (有)高瀬建設工業
ﾎｰﾙとの高さが合わなかったため、ﾏﾝ
ﾎｰﾙの嵩上げ調整を追加したことによ
る増額のため。

平成28年1月8日

平成28年1月9日

平成28年3月22日

平成28年3月7日

平成28年1月29日

平成28年3月18日

平成28年1月29日

平成28年3月15日
平成28年3月22日

平成28年1月30日

平成28年3月18日

平成28年1月29日

平成28年3月10日

平成28年1月30日

平成28年3月18日

平成28年3月31日
平成28年4月28日

平成28年3月25日

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）
Ｎｏ．

入札
の別

発注担当課

76

指名
競争

建設課

77

78

79

80

81

指名
競争

指名
競争

指名
競争

指名
競争

指名
競争

工事名・業務名等

市営住宅解体工事

社会資本整備総合交付金事業
都市計画課 市道1級10号線舗装復旧工事第2
工区(27-111-12)

社会資本整備総合交付金事業
都市計画課 市道笠懸2094号線他管渠埋設工
事(27-311-2)

社会資本整備総合交付金事業
都市計画課 市道笠懸4236号線管渠埋設工事
(27-311-8)

教育総務課 笠懸南中学校金工室改修工事

教育総務課

大間々中学校バックネット新設
工事

工事等の
種別
とび・土工・コ
ンクリート

工事場所・業務場所等
みどり市大間々町浅原地
内（市営浅原中曽根団
地）

随意契約の場合の
理由

契約変更の場合の
理由

契約の相手方の
名称

契約の相手方の
住所

(株)エーケー総合解体

みどり市笠懸町阿左美
494-2

予定価格
（円）

落札率

契約金額又は
落札金額
（当初）

12,614,400

66.78%

8,424,000

3,024,000

91.79%

2,775,600

3,002,400

平成28年1月29日

契約金額
（変更後）

契約日
（当初）

契約日
（変更）

着手時期

完成時期等
（当初）

平成28年1月30日

平成28年3月22日

平成28年2月26日

平成28年1月30日

平成28年2月29日

平成28年1月29日

完成時期等
（変更後）

みどり市大間々町大間々
地内

・当初の工事終点箇所が脇道付近であ
り、工事の施工に際し交通誘導の関係
で影響があるため、また、この付近の
既設道路の舗装状況が悪く、早急な本
復旧が必要であるため、工事延長を
古塩建設(株)
5.6m延長したい。・既設の舗装厚が当
初の想定より厚く（想定舗装厚t=12㎝
現地平均舗装厚保t=20㎝）、アスファ
ルト廃材の運搬・処分量が増加とな
る。

みどり市大間々町大
間々2279番地2

みどり市笠懸町阿左美地
内

【第1回】本工事場所が3月26日開催の
「カタクリさくらまつり」及び4月15
日開催の「花と緑のぐんまづくり
2016inみどり」へ来場するための路線
であり、大変な混雑が予想され、会場
準備及び開催への影響が懸念されるた
め。また、上記理由により休校として
いる市道1級1号線管渠埋設工事との施
(株)泰和興業
工期間調整を図る必要があるため。
【第2回】既設舗装厚が、当初設計よ
り厚かったことによる舗装撤去工の数
量が増加したため。（当初設計厚
t=10cm 実測厚平均t=14cm）市道1級1
号線において、主要幹線交通量も多い
ことから、瑕疵事故防止のため管渠埋
設部の舗装仮復旧工を追加した。

みどり市笠懸町鹿3901
番地

17,128,800

95.52%

16,362,000

16,848,000

平成28年1月28日

平成28年3月25日

平成28年1月29日

平成28年3月31日

平成28年8月31日

土木一式

みどり市笠懸町阿左美地
内

【第1回】市道笠懸4236号線の既設埋
設物（水道給水管、桐生ガス、ＮＴ
Ｔ、排水管）の調査及び管理者等との
確認に期間を要したこと。また、工区
に隣接するアピタ笠懸店との工事日程
等の調整、コジマ電気跡地の地権者及
び開発事業者との調整等に期間を要し
たため。【第2回】試掘の結果、下水
管路埋戻位置の調整により、当初見込
んだ給水管布設替工の減工が可能であ
り、給水管布設替工を減工したため。
沿線事業所及び次工区等を勘案し、最
終マンホール位置を調整したことによ (株)新井土木
り、管路延長が短縮となったため。上
記の減工に伴い、交通誘導警備員の配
置数が減少したため。【第2回】試掘
調査の結果、下水管路埋設位置の調整
により、当初見込んだ給水管布設替工
の減工が可能であり、給水管布設替工
を減工したため。沿線事業所及び次工
区等を勘案し、最終マンホール位置を
調整したことにより、管路延長が短縮
となったため。上記の減工に伴い、交
通誘導警備員の配置数が減少したた
め。

みどり市東町荻原140
番地

10,000,800

96.65%

9,666,000

9,115,200

平成28年1月29日

平成28年3月24日
平成28年5月18日

平成28年1月30日

平成28年3月31日

平成28年5月20日

建築一式

みどり市笠懸町阿左美
829番地（笠懸南中学
校）

天井材について、現在の寸法規格のう
ち一部が、当時設置された建材の規格
と一致しないことが分かったため、天
(有)高草木建設
井材の加工施工を追加したい。また、
仮設トイレ等学校において対応できる
ものについて減工事としたい。

みどり市笠懸町阿左美
3270番地1

4,989,600

82.90%

4,136,400

4,233,600

平成28年1月29日

平成28年3月10日

平成28年1月30日

平成28年3月17日

みどり市大間々町桐原
217番地（大間々中学
校）

ホームベースから後方10mに新設バッ
クネットの設置場所を決めた際、
ファースト側の支柱が既設スコアボー
(株)スポーツプロテク
ドに接することが判明しました。設置
高崎市若田町715－4
ト
場所は、学校の要望箇所でもあり、新
設バックネットを設置するため、既設
スコアボードの移設を実施したい。

2,775,600

73.54%

2,041,200

2,138,400

平成28年1月28日

平成28年3月8日

平成28年1月29日

平成28年3月15日

土木一式

土木一式

とび・土工・コ
ンクリート

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）
Ｎｏ．

82

入札
の別

随意
契約

発注担当課

建設課

工事名・業務名等

ふるさときらきらフェスティバ
ル花壇整備工事

工事等の
種別

造園

１．注１の欄は、随意契約のみ記入
２．注２・注３・注４・注５は、変更契約があった場合のみ記入
３．「工事等の種別」及び「予定価格の欄」は、必ず記入してください。
４．契約に変更があった場合は、必ず記入してください。

工事場所・業務場所等

随意契約の場合の
理由

本工事は、平成28年4月
15日の「花と緑のぐんま
づくり2016inみどり」に
向け花壇整備を行うもの
であり、通常の花壇とは
違い様々な形状の花壇整
備や多種類の花苗を取り
扱う必要があります。協
会を含め、市内の造園業
者7社に工事参加の確認
をしたところ、6社から
みどり市大間々町大間々
花壇整備をしたことがな
他地内
い、少人数でやっている
ので参加できない、時期
的に忙しく出来ない等の
理由で工事参加辞退届が
提出され、参加できる業
者は「群馬県造園緑化協
会みどり支部」のみでし
た。以上のことから、
「群馬県造園緑化協会み
どり支部」の1社を指名
し、随意契約したい。

契約変更の場合の
理由

契約の相手方の
名称

群馬県造園緑化協会
みどり支部

契約の相手方の
住所

予定価格
（円）

落札率

契約金額又は
落札金額
（当初）

みどり市笠懸町久宮46
番地11

9,482,400

99.89%

9,471,600

契約金額
（変更後）

契約日
（当初）

平成28年3月28日

契約日
（変更）

着手時期

完成時期等
（当初）

平成28年3月29日

平成28年6月13日

完成時期等
（変更後）

