
平成31年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

 ※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載
単位：円

№ 入札の別 工事名 工事等の種別 工事場所等 随意契約の理由 契約変更の理由 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所 予定価格 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) 発注担当課

1 一般競争 阿左美駅周辺整備工事(第2工区) 土木一式工事
みどり市笠懸町阿左美地
内

―

【第1回】
駅舎工事と共同して現場を使用しなければならず、施工できない期間及
び場所があり不測の日数を要したため。
【第2回】
旧桐生伊勢崎線の間知ブロックが埋設物として埋まっており、取り壊し
に不測の日数を要してしまい工程に遅れが生じたため。
【第3回】
東武鉄道㈱の駅舎新設工事の影響により前回工区で施工することが出来
なかったインターロッキング舗装工を本工事内で施工したこと及び、次
回工区で予定していたシェルター基礎をインターロッキング舗装前に施
工する必要があったため本工事内で施工したこと及び、新駅舎の利用開
始からロータリー完成までの期間に臨時駐車場を整備し、交通誘導警備
員(2交代制)を追加で配置したことによる変更。

株式会社上州　代表取
締役　赤石恵一

みどり市笠懸町鹿4481-2 56,848,000 88.82% 50,490,000 62,293,000 令和元年6月13日
令和2年3月17日
令和2年6月24日
令和2年7月20日

令和元年6月14日 令和2年3月19日
令和2年6月30日
令和2年7月22日
令和2年月8月7日

建設課

2 一般競争
笠懸南地区（NO.31調整池）設置工
事

土木一式工事 みどり市笠懸町久宮地内 ―

【第1回】
近隣住民より9月の台風期を避けて工事するように要望があり、1ヶ月施
工ができなかったため。
【第2回】
近隣住民より、調整池の法面張ブロック工法について協議を求められ、
承諾を得るために不測の日数を要したため。
【第3回】
建築資材が完全受注品であることから、納入に際して通常より不測の日
数を要したため。
【第4回】
建設発生土の運搬先の変更による増額、並びに、工事に際して、工事車
両乗り入れをする際に敷鉄板を賃借し設置及び撤去する必要があるあっ
たため、敷鉄板の賃借料、並びに設置及び撤去費の増額による変更。
また、梅雨の影響により完成期日内での完成が見込めなくなったことに
よる工期延長。

貴船工業株式会社　代
表取締役　大川博之

みどり市大間々町塩原1028番地 36,322,000 74.80% 27,170,000 29,931,000 令和元年7月8日

令和2年2月17日
令和2年3月24日
令和2年5月20日
令和2年7月20日

令和元年7月9日 令和2年2月28日
令和2年3月31日
令和2年5月30日
令和2年7月31日

建設課

3 一般競争
社会資本整備総合交付金事業 市道
笠懸3021号線管渠埋設工事(31-
311-7)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 ―

【第1回】
工事箇所が笠懸小学校の通学路となっていることから、地元行政区より
歩行者用の交通誘導警備員の配置要望があったため、数量増を対応し
た。

株式会社阿左美建設工
業　代表取締役　阿左
美和巳

みどり市大間々町大間々551-1 31,944,000 78.51% 25,080,000 25,630,000 令和元年7月9日 令和2年1月10日 令和元年7月10日 令和2年1月31日 ― 都市計画課

4 一般競争
社会資本整備総合交付金事業 市道
笠懸4013号線管渠埋設工事(31-
311-3)

土木一式工事
みどり市笠懸町阿左美地
内

―

【第1回】
・舗装撤去工において、当初の想定より舗装厚が厚かったため、殻運搬
処理の数量が増加した。
・舗装版切断に伴い発生する排水等廃棄物の処理について、産業廃棄物
として適正処理するため、処分費を追加した。
・管埋設部の舗装仮復旧において、掘削地山の地層が砂礫層であり、間
隔が大きく崩壊しやすかったことから、仮復旧範囲の増加による数量が
増加した。

株式会社阿左美建設工
業　代表取締役　阿左
美和巳

みどり市大間々町大間々551-1 20,394,000 78.21% 15,950,000 16,489,000 令和元年7月9日 令和元年11月18日 令和元年7月10日 令和元年12月13日 ― 都市計画課

5 一般競争
笠懸南中学校トイレ改修工事（第1
期)

建築一式工事
みどり市笠懸町阿左美
829番地(笠懸南中学校)

― ―
桂建設株式会社　代表
取締役　家住和徳

みどり市笠懸町阿左美763-2 30,834,000 92.12% 28,404,000 ― 令和元年7月9日 ― 令和元年7月10日 令和元年9月20日 ― 教育総務課

6 一般競争 市道2級35号線法面改修工事 土木一式工事 みどり市東町沢入地内 ―

【第1回】
本事業に対して反対していた地権者との交渉に不測の日数を要したた
め。
【第2回】
本事業に対して反対していた地権者との交渉の結果、施工エリア及び工
法を変更した。また、工法を変更したことにより材料の発注等の施工準
備に遅れが生じたため、工期延期も併せて行った。

株式会社新井土木　代
表取締役　新井正則

みどり市東町荻原140番地 35,915,000 96.48% 34,650,000 27,643,000 令和元年8月8日
令和2年2月21日
令和2年3月26日

令和元年8月9日 令和2年2月28日
令和2年3月31日
令和2年6月30日

建設課

7 一般競争 市道大間々5256号線道路改良工事 土木一式工事
みどり市大間々町上神梅
地内

―
【第1回】
ブロック積み擁壁の設置位置に支障木があり、撤去工を追加及び道路本
線の洗掘されていいる部分に敷砂利を追加したことによる増額。

貴船工業株式会社　代
表取締役　大川博之

みどり市大間々町塩原1028番地 23,353,000 89.02% 20,790,000 22,781,000 令和元年8月6日 令和2年2月26日 令和元年8月7日 令和2年2月28日 ― 建設課

8 一般競争 萬年橋橋梁補修工事 土木一式工事 みどり市東町神戸地内 ―

【第1回】
施工前の調査により、起工時に計上していない箇所に遊間目地があるこ
とを確認し、その部分に追加で伸縮装置を施工することによる増額及
び、当該橋梁を利用する地元住民が多く、長期の通行規制を伴う施工が
難しいことから、塗替塗装の施工を取りやめすることによる減額の変更
を行った。

株式会社金子建設　代
表取締役　金子和利

みどり市東町神戸577-2 42,900,000 96.92% 41,580,000 39,578,000 令和元年8月9日 令和2年1月22日 令和元年8月10日 令和2年1月31日 ― 建設課

9 一般競争
社会資本整備総合交付金事業 市道
笠懸4018号線他管渠埋設工事(31-
311-4)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 ―

【第1回】
・当初、路線番号42-3の私道敷地内への下水道本管の埋設を予定してい
たが、みどり市私道公共下水道設置基準及び条件に該当しないことか
ら、施工延長を短縮した。
・安全を考慮して交通誘導員の数量を多く予定していたが、地元調整に
より交通誘導員の数量を減らした。
・交通量が多く、通学路にもなっていることから、長期間の路盤での交
通解放は、路盤材の飛散等による瑕疵事故の発生の恐れがあるため、仮
舗装を追加した。

桂建設株式会社　代表
取締役　家住和徳

みどり市笠懸町阿左美763-2 49,247,000 74.83% 36,850,000 35,046,000 令和元年8月9日 令和2年2月20日 令和元年8月10日 令和2年2月28日 ― 都市計画課

10 一般競争
富弘美術館空調設備等中央監視装
置更新工事

管工事
みどり市東町草木86番地
（富弘美術館)

―

【第1回】
①壁掛型中央監視装置への更新を計画したが、卓上中央監視装置に変更
した。併せてプリンタを内蔵型プリンタから卓上プリンタに変更した。
②自動制御盤CP-1・CP-2の通信カード、電源カード、ベースボード、発
停カード、接点入力カード、アナログ入力カードの型式及び数量を変更
した。
③自動制御盤CP-2の改修工事に際し、スイッチングハブを使用しての接
続を計画したが、使用しなくても接続可能となったことから、スイッチ
ングハブをとりやめた。
④自動制御盤CP-1の無停電装置を新規製品と交換し、継続使用可能な中
央監視装置及び自動制御盤CP-2の無停電装置の交換を取りやめた。

株式会社キンケンみど
り支店　支店長　小林
昌之

みどり市大間々町小平甲193番地 30,140,000 96.72% 29,150,000 ― 令和元年8月9日 令和2年1月20日 令和元年8月10日 令和2年1月31日 ― 富弘美術館

11 一般競争
市道1級19号線舗装改良工事（第2
工区）

舗装工事
みどり市大間々町大間々
地内

―

【第1回】
現地測量において、測点を細かく設けたことによって当初設計よりも道
路幅員が狭いことが確認できたため密粒度AS改質Ⅱ型(20)の施工面積が
減少したこと、また、水道管布設替え工事を行った部分において基礎施
工を行わなかったことによる変更。

石橋建設工業株式会社
みどり支店　支店長
川崎能久

みどり市大間々町桐原87番地3 43,593,000 96.90% 42,240,000 40,051,000 令和元年9月9日 令和2年1月20日 令和元年9月10日 令和2年1月31日 ― 建設課

12 一般競争
市道1級5号線道路改良工事(第4工
区)

土木一式工事 みどり市笠懸町久宮地内 ―

【第1回】
前年度に土地売買契約を締結した土地について、補償物件の移設に不測
の日数を要してしまい、その影響で電柱移設及び上水道管布設替工事に
遅れが生じており、本工事の着手が出来ず、当初工期内での完成が見込
めないため工期の延長を行った。
【第2回】
東京電力より地権者との交渉が難航しており電柱の移設完了が延期と
なってしまうと連絡があった。そのため東京電力と打合わせを行い、新
たな候補地を設定し交渉してもらったところ了承を得ることが出来た
が、令和2年12月頃まで移設がかかってしまうとのことで、完成期日内
での完了が見込めないことから工期の延期を行った。

株式会社阿左美建設工
業　代表取締役　阿左
美和巳

みどり市大間々町大間々551-1 43,087,000 85.78% 36,960,000 ― 令和元年9月11日
令和2年3月18日
令和2年9月14日

令和元年9月12日 令和2年3月25日
令和2年9月30日
令和3年3月27日

建設課

13 一般競争
市道笠懸1078・1298号線歩道設置
工事（第2工区)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 ―

【第1回】
施工箇所の地質調査を行った結果、L型擁壁を設置するための規定支持
力を満たすことが出来ず工法検討に不測の日数を要してしまったため、
当初工期内での完成が見込めないことから工期の延期を行った。
【第2回】
農業用水路の改修について、管理者及び耕作者との調整に不測の日数を
要したため。

株式会社新井建設工業
代表取締役　新井秀貴

みどり市笠懸町鹿275番地7 78,892,000 88.98% 70,202,000 73,183,000 令和元年11月18日
令和2年3月18日
令和2年5月25日

令和元年11月19日 令和2年3月25日
令和2年5月29日
令和2年6月30日

建設課
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単位：円
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14 一般競争
高津戸公園散策道整備工事(第2工
区)

土木一式工事
みどり市大間々町高津戸
地内

―

【第1回】
・6路線散策道整備について、ジオステップ沿いの侵入防止柵を転落防
止柵に切り替えた。
・6路線散策道整備について、支柱とジオステップを一体化にし、安定
性を強化させた。
・7路線散策道整備について、階段側面部の洗掘も見受けられるため、
工事の効果を高めるために土砂流出防止用の土留めを設置した。
・運搬・処分費について、当初運搬距離を片道27.0kmとしていたが、処
分場が近場にあったため、片道14.0kmに変更した。

モロオカ建設株式会社
代表取締役　諸岡健一

みどり市大間々町大間々1333-2 21,956,000 88.08% 19,338,000 21,505,000 令和元年12月11日 令和2年3月11日 令和元年12月12日 令和2年3月19日 ― 都市計画課

15 一般競争
指定避難所（みどり市民体育館）
アリーナ空調設備設置工事

管工事
みどり市笠懸町阿左美
1714番地2（みどり市民
体育館）

― ―
株式会社グンエイみど
り支店　支店長　小柳
敏郎

みどり市笠懸町阿左美1863番地 159,841,000 98.27% 157,080,000 ―

本契約：議会議決
の日(令和2年3月19
日)
仮契約：令和2年3
月10日

― 令和2年3月19日 令和2年8月31日 ― 社会教育課

16 指名競争 阿左美駅公共ます設置工事 土木一式工事
みどり市笠懸町阿左美地
内

―

【第1回】
現地が丁字路付近のため、安全が確保できる誘導員の配置について警察
の指導があり、誘導員を増員した。また、想定していない埋設物の撤去
により工事期間が延びてしまい誘導員の増員が必要になった。

株式会社泰和興業　代
表取締役　曲澤和男

みどり市笠懸町鹿3901番地 3,261,600 96.03% 3,132,000 3,866,400 令和元年5月10日 令和元年6月24日 令和元年5月11日 令和元年6月28日 ― 企画課

17 指名競争
大間々中学校体育館消火栓給水管
更新工事

消防施設工事
みどり市大間々町桐原
217番地（みどり市立大
間々中学校）

―

【第1回】
設計に従って施工し6月26日に放水試験を実施したところ、屋内消火栓
の一部から水が出なくなったことが判明。状況の確認及び対応の検討の
ため工期を延長した。
【第2回】
当初設計により施工しましたが、体育館の屋内消火栓の一部に水が供給
されない状況となりました。状況から、本工事により給水経路から切り
離して埋め殺しとした部分の給水管と接続しているものと思われたた
め、給水経路の確認及び当該屋内消火栓の復旧のための給水管の更新を
追加した。

有限会社大栄設備　代
表取締役　園田尚貴

桐生市堤町3丁目7番47号 2,516,400 96.57% 2,430,000 4,406,400 平成31年4月25日
令和元年6月28日
令和元年7月31日

平成31年4月26日 平成31年6月30日
令和元年7月31日
令和元年9月20日

教育総務課

18 指名競争 平成31年度交通安全対策工事 塗装工事
みどり市大間々町・笠懸
町地内

―
【第1回】
・工事施工数量の増減による変更(施工業者による現場数量詳細確認)。
・施工方法の変更(薄層カラー舗装工)。

株式会社阿左美建設工
業　代表取締役　阿左
美和巳

みどり市大間々町大間々551-1 7,290,000 78.52% 5,724,000 6,253,200 令和元年5月30日 令和元年9月6日 令和元年5月31日 令和元年9月13日 ― 危機管理課

19 指名競争
旧福岡西小学校校舎一部改修第2期
工事(みどり市多世代交流館改修工
事)

建築一式工事
みどり市大間々町塩原
363番地

―

【第1回】
施工請負業者が施工準備のため現地調査を行ったところ、消防法令の基
準に合わせる追加工事が必要となったため。
【第2回】
2階東側階段前の既設誘導灯のバッテリー交換及び避難先を示す矢印の
設置の追加。また、本件工事で計画する非常用発電機(自家用電気工作
物)の設置について、電気事業法第43条の主任技術者による監督を要す
るため、施設の電気設備の保安管理を行っている関東電気保安協会の立
会い費用の追加。

株式会社相羽通建　代
表取締役　相羽弘志

みどり市大間々町桐原48番地5 18,986,400 99.49% 18,889,200
22,682,000
22,748,000

令和元年5月30日
令和元年9月12日
令和元年10月18日

令和元年5月31日 令和元年9月13日 令和元年10月31日 教育総務課

20 指名競争 市道2級9号線舗装改修工事 舗装工事
みどり市笠懸町阿左美地
内

―

【第1回】
・本線の摺り付け部の舗装追加することによる舗装打替えを施工した。
・消費税増税前に竣工が見込めたため、当初契約において消費税10％で
契約を行っていたが、8％に変更した。

株式会社新井建設工業
代表取締役　新井秀貴

みどり市笠懸町鹿275番地7 10,912,000 94.76% 10,340,000 10,314,000 令和元年6月28日 令和元年9月10日 令和元年6月29日 令和元年10月11日 ― 建設課

21 指名競争 市道東2025号線舗装改良工事 土木一式工事 みどり市東町座間地内 ―

【第1回】
起工測量時に試掘を行い、上層路盤工について十分な砕石の厚さが確認
されていたため、掘削工及び上層路盤工を省略し、不陸整正施工した。
また、交通誘導警備員の数量を当該道路の交通量を勘案し、減少させ
た。9月中に竣工となるが、検査及び引き渡しは10月になるため、当初
の契約において消費税8％で契約を行っていたが、10％に変更した。

株式会社金子建設　代
表取締役　金子和利

みどり市東町神戸577-2 14,094,000 96.55% 13,608,000 13,211,000 令和元年6月28日 令和元年9月25日 令和元年6月29日 令和元年9月30日 ― 建設課

22 指名競争
社会資本整備総合交付金事業 市道
笠懸2108号線他管渠埋設工事(31-
311-1)

土木一式工事
みどり市笠懸町阿左美地
内

―

【第1回】
・管路土工の発生土処理において、近隣に適した処分地がないことか
ら、運搬距離を変更して対応した。
・当課が工事依頼した群馬東部水道企業団の配水管布設替工事の舗装本
復旧において、新設管と既設石綿管を接続する仕切弁まで本復旧を実施
する必要があることから、舗装復旧工の数量が増加した。

株式会社新井建設工業
代表取締役　新井秀貴

みどり市笠懸町鹿275番地7 9,009,000 95.24% 8,580,000 9,680,000 令和元年6月28日 令和元年10月18日 令和元年6月29日 令和元年10月31日 ― 都市計画課

23 指名競争 笠懸北小学校放送施設改修工事 電気通信工事
みどり市笠懸町阿左美
3730(笠懸北小学校)

― ―
星野総合商事株式会社
代表取締役　星野義夫

前橋市日吉町四丁目36番地の1 4,428,000 92.93% 4,114,800 ― 令和元年6月28日 ― 令和元年6月29日 令和元年8月31日 ― 教育総務課

24 指名競争
大間々南小学校自動火災報知設備
熱感知器空気管更新工事

消防施設工事
みどり市大間々町大間々
884（大間々南小学校体
育館）

― ―
株式会社グンエイみど
り支店　支店長　小柳
敏郎

みどり市笠懸町阿左美1863番地 4,860,000 76.67% 3,726,000 ― 令和元年6月28日 ― 令和元年6月29日 令和元年9月20日 ― 教育総務課

25 指名競争 市道笠懸1321号線道路改良工事 土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 ―

【第1回】
排水構造物工のうち管渠工について、当初設計ではHPヒューム管設計で
見ていたがCSB箱形ヒューム管に変更したことにより本体工事の施行期
日が大幅に短縮され、それに伴い、交通誘導警備員の人数が減少したこ
とによる減額。

桂建設株式会社　代表
取締役　家住和徳

みどり市笠懸町阿左美763-2 12,331,000 85.01% 10,483,000 10,417,000 令和元年8月2日 令和2年1月10日 令和元年8月3日 令和2年1月31日 ― 建設課

26 指名競争
市道大間々6416号線道路改良工事
(第2工区)

土木一式工事
みどり市大間々町浅原地
内

―

【第1回】
台風19号、豪雨による河川の増水により、作業が出来なかった為。
【第2回】
ボックスカルバートの施工期間については、車両の通行が不可能となる
為、近隣住民が自宅の駐車場へ車を乗り入れることが不可能となる。そ
の為、自家用車を停車出来るように仮設駐車場を設置した。また、ボッ
クスカルバートの下を流れる河川の水量が想定より多く、そのままでは
施工が不可能な状況であった為、ポンプ排水(2基)を追加して対応し
た。

株式会社相羽通建　代
表取締役　相羽弘志

みどり市大間々町桐原48番地5 17,182,000 96.67% 16,610,000 17,391,000 令和元年8月1日
令和2年1月23日
令和2年3月9日

令和元年8月2日 令和2年1月31日 令和2年3月18日 建設課

27 指名競争 新栄橋橋梁補修工事 土木一式工事
みどり市大間々町桐原外
地内

―

【第1回】
A1、A2の橋台上部が御影石になっており、当初の伸縮装置の施工方法で
は施工が困難であることから工法を検討したが、その工法検討に不測の
日数を要したため。
【第2回】
伸縮装置を設置する部分について、実際の床版の厚さが設計で想定した
よりも薄かったことから、床版が欠落した部分をエポキシ及び超速硬コ
ンクリートの打設に変更して施工した。

株式会社阿左美建設工
業　代表取締役　阿左
美和巳

みどり市大間々町大間々551-1 17,050,000 82.58% 14,080,000 16,687,000 令和元年7月31日
和2年1月29日
和2年3月19日 令和元年8月1日 令和2年1月31日 令和2年3月27日 建設課

28 指名競争
社会資本整備総合交付金事業 市道
笠懸3005号線管渠埋設工事(31-
311-6)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 ―

【第1回】
本工事と同じ場所において、先行して施工されている群馬東部水道企業
団発注の水道管布設替工事の完了予定が、令和元年10月上旬から令和元
年12月中旬にずれ込み、本工事の着工ができず、大幅に遅れていたこと
から工期を令和2年2月28日まで延期した。
【第2回】
・当初設計で予定していた1号人孔(M31-2)の位置に既存の大間々用水畑
管があったため、1号人孔の位置を変更した。これに伴い、管路長が短
くなり、掘削土量・復旧面積等が減少した。
・交通誘導員3人での対応を予定していたが、沿線住民や近隣住民との
調整により、2人での対応が可能となり、当初見込みより減少した。

有限会社高瀬建設工業
取締役　高瀬展雄

みどり市笠懸町阿左美281-1 15,246,000 94.95% 14,476,000 13,618,000 令和元年8月1日
令和元年12月10日
令和2年2月14日

令和元年8月2日 令和2年1月31日 令和2年2月28日 都市計画課

29 指名競争
公共下水道P-1ポンプ場No.2ポンプ
他交換工事

機械器具設置工事
みどり市大間々町大間々
地内

― ―
株式会社第一テクノ群
馬支店　支店長　紺野
貴嗣

前橋市元総社町2丁目23番地14 2,915,000 92.83% 2,706,000 ― 令和元年8月1日 ― 令和元年8月2日 令和元年12月13日 ― 都市計画課

30 指名競争
農業集落排水マンホールポンプ交
換工事

機械器具設置工事
みどり市大間々町浅原地
内

― ―
株式会社第一テクノ群
馬支店　支店長　紺野
貴嗣

前橋市元総社町2丁目23番地14 3,564,000 92.59% 3,300,000 ― 令和元年8月1日 ― 令和元年8月2日 令和元年12月13日 ― 都市計画課

31 指名競争
福岡中央集落排水センター荒目ス
クリーン交換工事

機械器具設置工事
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）

― ―
環境システム株式会社
代表取締役　吉澤力

前橋市荻窪町785番地6 3,861,000 89.74% 3,465,000 ― 令和元年8月2日 ― 令和元年8月3日 令和元年12月13日 ― 都市計画課

32 指名競争 花輪浄水場ろ過ポンプ更新工事 機械器具設置工事
みどり市東町花輪地内
（花輪浄水場）

― ―
群馬サンヘルス株式会
社　代表取締役　籾山
昭男

みどり市笠懸町阿左美1548-1 2,596,000 93.22% 2,420,000 ― 令和元年8月2日 ― 令和元年8月3日 令和元年10月31日 ― 東市民生活課

33 指名競争
県単林道改良事業 林道作原沢入線
法面保護工事

とび・土工・コンクリート
工事

みどり市東町沢入地内 ―
【第1回】
切り株の保護及び落下防止のための施工面積の増、及び廃棄物処理量の
増による増額のため。

株式会社新井土木　代
表取締役　新井正則

みどり市東町荻原140番地 9,988,000 96.37% 9,625,000 9,933,000 令和元年8月1日 令和元年11月21日 令和元年8月2日 令和元年11月22日 ― 農林課

2



単位：円

№ 入札の別 工事名 工事等の種別 工事場所等 随意契約の理由 契約変更の理由 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所 予定価格 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) 発注担当課

34 指名競争
県単林道舗装事業 林道塩沢小平線
舗装工事

舗装工事
みどり市大間々町塩沢地
内

―

【第1回】
請負業者から8月27日付けで舗装構成に関する協議を受け、全体調査の
実施を回答したところ、9月27日CBR試験結果が報告された。それを受け
た桐生森林事務所との協議を経て10月18日請負業者に舗装厚について指
示し、施工が再開されたものの、当初の協議から最終の指示までの53日
間、路盤工の着手が不能となったため。
【第2回】
掘削・運搬・敷均し量の増及びガードレールの新設による増額、並びに
施工延長の減に伴う減額のため。

貴船工業株式会社　代
表取締役　大川博之

みどり市大間々町塩原1028番地 19,965,000 93.39% 18,645,000 19,547,000 令和元年7月30日
令和元年11月28日
令和2年1月20日

令和元年7月31日 令和元年11月29日 令和2年1月21日 農林課

35 指名競争
県単林道改良事業　林道小平座間
線法面保護工事

とび・土工・コンクリート
工事

みどり市東町座間地内 ―

【第1回】
10月12日の台風19号の影響により、請負者の協力業者が既に着手してい
る他工事に遅れが生じ、未だ本工事に着手できない状況下、協力業者以
外の県内他社も全て同じ状況であり、本工事の工程に遅れが生じるた
め、工期内の完成が見込まれないこと、さらに冬季低温による構造物の
品質への影響を考慮すると、令和2年3月6日までの98日間の工期延期が
必要となるため。
【第2回】
法面保護工の施工面積の増による増加のため。

株式会社金子建設　代
表取締役　金子和利

みどり市東町神戸577-2 3,982,000 96.69% 3,850,000 4,389,000 令和元年8月30日
令和元年11月21日
令和2年2月12日

令和元年8月31日 令和元年11月29日 令和2年3月6日 農林課

36 指名競争
県単林道改良事業　林道小平座間
線落石防止工事

土木一式工事
みどり市大間々町小平地
内

―
【第1回】
掘削量の減及び丸太太鼓落し材の使用量の減、型枠設置面積の減による
減額のため。

カイドウ建設株式会社
代表取締役　深沢勉

みどり市大間々町浅原1536-3 4,444,000 96.53% 4,290,000 3,916,000 令和元年8月29日 令和元年12月12日 令和元年8月30日 令和元年12月13日 ― 農林課

37 指名競争 市道笠懸1077号線側溝布設工事 土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 ―

【第1回】
当該道路に降雨時等に水が留まらないように、一定の勾配をつける必要
があるため、舗装の施工幅を広げた。また、当該道路の交通量が想定よ
り多く、交通誘導警備員の数量を増加した。

株式会社泰和興業　代
表取締役　曲澤和男

みどり市笠懸町鹿3901番地 5,522,000 91.63% 5,060,000 5,808,000 令和元年8月30日 令和元年11月1日 令和元年9月1日 令和元年11月8日 ― 建設課

38 指名競争
市道笠懸2251号線下水道管渠更生
工事

土木一式工事
みどり市笠懸町阿左美地
内

―

【第1回】
事前調査の結果、取付管口部から浸入水が確認され、降雨時の浸入水量
増加に伴い、損傷個所の拡大や土砂の流入による地盤陥没等の可能性が
あるため、内面補修工を追加した。

東日工業株式会社　代
表取締役　小池正晃

前橋市総社町総社2053番地2 10,582,000 96.15% 10,175,000 10,406,000 令和元年8月29日 令和元年11月26日 令和元年8月30日 令和元年11月29日 ― 都市計画課

39 指名競争
草木浄水場流量計・水位計更新工
事

機械器具設置工事
みどり市東町草木地内
（草木浄水場）

―

【第1回】
配水管の位置を確認するため試掘した結果、配水管の深さが当初設計
(1,200mm)よりも深い(1,500mm)ことが判明した。そのため、当初設計で
予定したコンクリートボックス(750W×560D×1,200H)では内部が狭く施
工ができないため、仕様変更(1,000W×700D×1,500H)したため工事費を
増額した。

クシダ工業株式会社
代表取締役　串田洋介

高崎市貝沢町甲965番地 10,329,000 93.72% 9,680,000 10,329,000 令和元年8月30日 令和元年12月16日 令和元年8月31日 令和2年1月31日 ― 東市民生活課

40 指名競争
大間々庁舎キュービクル内高圧機
器改修工事

電気工事
みどり市大間々町大間々
1511番地（みどり市役所
大間々庁舎）

― ―
有限会社小川電工　取
締役　小川悟

みどり市笠懸町鹿10番地3 2,783,000 99.73% 2,775,520 ― 令和元年10月2日 ― 令和元年10月3日 令和元年12月13日 ― 大間々市民生活課

41 指名競争 市道笠懸4167号線道路改良工事 土木一式工事
みどり市笠懸町阿左美地
内

―

【第1回】
土砂の運搬先を当初3kmで見込んでいたが、受入先が近隣では見つから
ないため、やむを得ず下請業者㈱国建工業の残土処理置き場(27.8km)
へ運搬した。また試掘したところ当該道路の土中に給水管が埋まってい
た為、給水管切り回し工事、給水管布設工事、排水管改修工事を追加し
た。また畑の土砂を当該道路内へ流入させない為、小型擁壁施工を追加
した。

株式会社上州　代表取
締役　赤石恵一

みどり市笠懸町鹿4481-2 12,859,000 96.24% 12,375,000 14,267,000 令和元年10月2日 令和2年3月2日 令和元年10月3日 令和2年3月13日 ― 建設課

42 指名競争 市道1級20号線歩道改良工事 土木一式工事
みどり市大間々町大間々
地内

―

【第1回】
新設の側溝を既設のマンホールに繋げることによってより効率の良い雨
水排水を行うことが出来ると現地で確認することが出来たため、側溝の
布設延長を増加し、既設マンホールに接続する工事を行ったこと、ま
た、当該道路付近の歩道においてコンクリートブロックがあり学生等の
通行に支障が出ているため、本工事とともにコンクリートブロックの撤
去工事を行ったことによる変更。

株式会社尾池土木　代
表取締役　尾池玲子

みどり市東町花輪11-1番地 3,069,000 96.06% 2,948,000 3,454,000 令和元年10月1日 令和2年1月7日 令和元年10月2日 令和2年1月17日 ― 建設課

43 指名競争 市道笠懸2009号線舗装改修工事 舗装工事 みどり市笠懸町鹿地内 ―

【第1回】
本工事の区域内で群馬東部水道企業団が施工する上水道管布設工事との
工程調整を要したため、完成期日を28日間延期した。
【第2回】
当該道路に隣接するかぶらぎ内科クリニック東側及び南側道路につい
て、道路後退による未舗装部分の舗装工の追加による変更。加えて、夜
間等の通行時の安全性を高めるため、道路付属施設工(車線分離標)の追
加による変更。また降雨時等において畑への土砂流入を防ぐため、縁石
工(アスカーブ)の追加による変更。

株式会社泰和興業　代
表取締役　曲澤和男

みどり市笠懸町鹿3901番地 6,457,000 94.55% 6,105,000 7,975,000 令和元年10月2日
令和2年1月23日
令和2年2月23日

令和元年10月3日 令和2年1月31日 令和2年2月28日 建設課

44 指名競争
小平の里キャンプ場トイレ洋式化
等工事

管工事
みどり市大間々町小平地
内

―

【第1回】
・身障者用トイレの便器を暖房便座に変更した。合わせて暖房便座の設
置に伴い、電気配線が必要なため電気設備工事を追加した。
・全てのトイレ室内照明のLED化及び人感センサー付照明を設置するた
め電気設備工事を追加した。
・男子トイレの便器撤去によりブースの隙間が出来るため、トイレブー
スの補修を追加した。
・浄化槽設置場所に既設透水管が埋設されていたため、廃材処理費を追
加した。

株式会社高草木建設
代表取締役　津久井一
价

みどり市大間々町塩原96番地3 8,998,000 95.35% 8,580,000 8,822,000 令和元年11月5日 令和2年1月27日 令和元年11月6日 令和2年1月31日 ― 観光課

45 指名競争
福岡中央集落排水センター水処理
施設・汚泥処理施設改修工事

機械器具設置工事
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）

― ―
環境システム株式会社
代表取締役　吉澤力

前橋市荻窪町785番地6 4,103,000 91.96% 3,773,000 ― 令和元年11月5日 ― 令和元年11月6日 令和2年3月10日 ― 都市計画課

46 指名競争
農業集落排水P-229No.2ポンプ・P-
230No.1ポンプ交換工事

機械器具設置工事
みどり市大間々町高津戸
地内

― ―
株式会社第一テクノ群
馬支店　支店長　紺野
貴嗣

前橋市元総社町2丁目23番地14 4,147,000 92.84% 3,850,000 ― 令和元年11月5日 ― 令和元年11月6日 令和2年3月10日 ― 都市計画課

47 指名競争
社会資本整備総合交付金事業　県
道前橋大間々桐生線他舗装復旧工
事(31-111-4)

舗装工事
みどり市大間々町大間々
地内

―

【第1回】
工事に伴い発生する交通渋滞について、沿線店舗及び近隣大型店舗との
調整に不測の日数を要したため、工期内での完成が見込めないことか
ら、工期を令和2年1月31日まで延期した。
【第2回】
市道部の舗装復旧については全面通行止めでの対応を予定していたが、
沿線住民や近隣住民との調整により迂回路を整備することとなった。こ
れに伴い、通行止めの箇所(迂回路)に配置する予定の交通誘導員が不要
となり、当初見込みよりも減少したことにより減額となった。

株式会社相羽通建　代
表取締役　相羽弘志

みどり市大間々町桐原48番地5 10,527,000 95.09% 10,010,000 9,559,000 令和元年11月1日
令和2年1月6日
令和2年1月24日

令和元年11月2日 令和2年1月17日 令和2年1月31日 都市計画課

48 指名競争
社会資本整備総合交付金事業　岡
登第4雨水幹線管渠接続工事

土木一式工事
みどり市笠懸町阿左美地
内

―

【第1回】
・既設ボックスカルバートと新設排水管を接続する支管において、当初
設計の使用材料では、可とう性がなく、道路上からの荷重等がかかった
場合、支管が破損する恐れがあるため、上荷重及び耐震性を有する支管
に変更して対応した。
・当初、歩車道境界ブロックを一時的に撤去し、歩道部を迂回路とする
計画であったが、施工方法等の調整により、撤去せずに施工できたこと
から、歩車道境界ブロック撤去工及び復旧工の削減を対応した。
・本工事に近接して、阿左美沼土地改良区発注の農業用水路改修工事が
施工中であり、本工事箇所に近接工事で使用する仮置場があることか
ら、業者間の工程調整に不測の日数を要し、契約工期内での完成が見込
めないため、工事完成期日を令和2年3月19日まで延期した。

株式会社新井建設工業
代表取締役　新井秀貴

みどり市笠懸町鹿275番地7 17,523,000 96.67% 16,940,000 18,645,000 令和元年11月5日 令和2年2月20日 令和元年11月6日 令和2年2月28日 令和2年3月19日 都市計画課

49 指名競争 市道笠懸4087号線道路改良工事 土木一式工事
みどり市笠懸町阿左美地
内

―

【第1回】
浸透桝設置部分の試掘をしたところ、既設の水道管を移設する必要があ
ることが分かり、移設に時間を要するため、完成期日を28日間延期し
た。
【第2回】
浸透マンホール設置場所において、軽量鋼矢板を簡易土留めにて施工す
ることによる変更。また、車両等の出入りを考慮し、取付舗装部を追加
した。

株式会社泰和興業　代
表取締役　曲澤和男

みどり市笠懸町鹿3901番地 10,571,000 94.69% 10,010,000 9,834,000 令和元年11月5日
令和2年1月23日
令和2年2月23日

令和元年11月6日 令和2年1月31日 令和2年2月28日 建設課

50 指名競争
市道2級8号線道路改良工事（第2工
区)

土木一式工事 みどり市笠懸町久宮地内 ―

【第1回】
舗装版の破砕を行ったところ、路盤が地盤改良度(セメント混じり)で
あったため、Co殻(無筋)として処分する必要が生じてしまったこと及
び、施工区間の東側(同路線)で地元住民から路面の状態が悪いと苦情を
受け、本工事内で舗装工等を追加で行ったことによる変更。

株式会社藤生建設　代
表取締役　藤生正勝

みどり市笠懸町阿左美980番地 12,958,000 96.77% 12,540,000 14,256,000 令和元年11月5日 令和2年3月10日 令和元年11月6日 令和2年3月13日 ― 建設課

51 指名競争 市営住宅解体工事 解体工事
みどり市大間々町塩原地
内

― ―
株式会社高草木建設
代表取締役　津久井一
价

みどり市大間々町塩原96番地3 5,995,000 58.72% 3,520,000 ― 令和元年11月5日 ― 令和元年11月6日 令和2年2月28日 ― 建設課

3
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52 指名競争 大間々庁舎議場改修工事 建築一式工事
みどり市大間々町大間々
1511番地（みどり市役所
大間々庁舎）

― ―
株式会社倉澤建設　代
表取締役　倉澤政男

みどり市笠懸町阿左美805番地の6 4,092,000 67.20% 2,750,000 ― 令和元年11月29日 ― 令和元年11月30日 令和2年1月31日 ― 大間々市民生活課

53 指名競争
市営大間々1丁目上原団地Ｂ棟外壁
補修塗装工事

塗装工事
みどり市大間々町大間々
1180番地1

― ―
株式会社阿左美建設工
業　代表取締役　阿左
美和巳

みどり市大間々町大間々551-1 12,958,000 79.63% 10,318,000 ― 令和元年12月2日 ― 令和元年12月3日 令和2年3月19日 ― 建設課

54 指名競争 市営住宅隔測メーター取替工事 水道施設工事
みどり市笠懸町鹿23番地
2(鹿団地B・D棟)ほか2団
地

―

【第1回】
群馬県東部水道企業団より工事期間を令和2年1月10日もしくは令和2年2
月20日とするように要望があったが、施工箇所数が多いことから1月10
日のみでは施工できず当初工期では完成がみこめないため、工期延期の
変更行った。

有限会社中村水道　代
表取締役　中村裕一

みどり市大間々町大間々701番地5 6,655,000 56.20% 3,740,000 ― 令和元年12月2日 令和2年2月5日 令和元年12月3日 令和2年2月14日 令和2年3月10日 建設課

55 指名競争
社会資本整備総合交付金事業 市道
大間々3099号線管渠埋設工事(31-
111-1)

土木一式工事
みどり市大間々町大間々
地内

―

【第1回】
・取付管及びます工において、当初設計では取付管を道路境界までの管
止め施工としていたが、公共ます設置の希望があったため、数量増を対
応した。
・工事個所に店舗の商品搬入口があり、大型トラックの車両通行を確保
するため、仮設道路の設置を追加して対応した。

株式会社高草木建設
代表取締役　津久井一
价

みどり市大間々町塩原96番地3 10,384,000 78.92% 8,195,000 9,086,000 令和元年12月2日 令和2年2月20日 令和元年12月3日 令和2年2月28日 ― 都市計画課

56 指名競争
令和元年度小規模農村整備事業
座間地区取水施設改修工事

土木一式工事 みどり市東町座間地内 ―

【第1回】
台風19号の影響で柱戸川の形状がしたことにより、仮設工の事業費が増
加した。また、想定より柱戸川及び支流の沢からの流量が多く、仮設管
の延長及び経口を増やした。さらに、地元要望により施工後の管理がし
やすいように、既設えん堤の取壊し量を減らし、スクリーン設置箇所の
工法を変更した。
【第2回】
現地に即した施工とするため、構造物を取壊し、敷コンクリート工、土
のう、仮設管の数量を変更し、工期を延長した。

株式会社尾池土木　代
表取締役　尾池玲子

みどり市東町花輪11番地1 3,905,000 96.34% 3,762,000 4,708,000 令和元年12月2日
令和2年1月29日
令和2年2月20日

令和元年12月3日 令和2年2月28日 令和2年3月13日 農林課

57 指名競争
令和元年度小規模農村整備事業
西鹿田地区水路改修工事

土木一式工事
みどり市笠懸町西鹿田地
内

―

【第1回】
地元要望により洪水時の溢水のリスクを低減させるため、当初設計より
も柵板の高さを高くし、延長を伸ばす工事を実施した。また、仮設道路
の見直しを行い、工事箇所北側防草シートの一部については、水路がク
ランクとなっていることから溢水の可能性があるため、法面コンクリー
トとした。
【第2回】
地元要望により、管理がしやすいように防草シート及び法面コンクリー
トの数量を増やし、併せて敷コンクリート等の数量を調整した。

株式会社泰和興業　代
表取締役　曲澤和男

みどり市笠懸町鹿3901番地 3,894,000 94.63% 3,685,000 3,927,000 令和元年12月2日
令和2年1月28日
令和2年2月20日

令和元年12月3日 令和2年2月28日 ― 農林課

58 指名競争
大間々庁舎駐車場改修工事(第1期
工事)

土木一式工事
みどり市大間々町大間々
地内

―

【第1回】
当初設計では現舗装を撤去した後、バス駐車に対応した強度の密粒舗装
を施工する予定であったが、起工測量により現駐車場の勾配が十分に取
れていないことが判明し、当初設計していた密粒舗装では雨水処理が困
難となるため、透水舗装とした。また、透水舗装では密粒舗装よりも強
度が落ちるため、現舗装に透水舗装をオーバーレイすることで強度を確
保した。オーバーレイ工法とすることで現舗装の撤去及び処分が必要な
くなるため減額変更した。
また、平板撤去において設計外の土間コンクリートがあったため、撤去
及び処分を追加対応した。

有限会社通友　代表取
締役　斎藤通保

みどり市大間々町桐原709番地8 5,346,000 95.68% 5,115,000 4,675,000 令和元年12月2日 令和2年3月6日 令和元年12月3日 令和2年3月13日 ― 財政課

59 指名競争
市道2級34号線道路改良工事（第3
工区）

土木一式工事 みどり市東町神戸地内 ―

【第1回】
本事業に対して反対していた地権者より、急遽協力してくれることにな
り土地売買契約を締結(令和元年11月2日)してから工事発注を行ったこ
と及び、施工箇所の試掘を行い道路計画高下がるため現状の深さだと簡
易水道管が破裂してしまうことから簡易水道管の移設工事を追加で行う
必要が生じたため、当初工期内での完成が見込めないため工期の延期を
行った。
【第2回】
簡易水道布設替工の日程調整に不測の日数を要し、行程に遅れが生じた
ため。
【第3回】
簡易水道管布設替工により給食センターへ供給している水の水質に影響
を及ぼす恐れがあったため、小中学校の終業式後の施工となってしまう
ことから工事完成期日内での施工が困難であったため。
【第4回】
起点隅切り部について隣接地権者から要望があり、調整のために不測の
日数を要してしまったことから、工程に遅れが生じてしまい工期の延期
を行った。
【第5回】
施工箇所の道路計画高が下がることにより地下埋設物への影響が出るか
試掘を行い確認したところ、現状の深さだと簡易水道管が破裂してしま
う恐れがあり簡易水道管布設替え工事を追加した。

株式会社金子建設　代
表取締役　金子和利

みどり市東町神戸577-2 13,816,000 96.74% 13,365,000 13,475,000 令和元年12月27日

令和2年3月18日
令和2年6月24日
令和2年7月27日
令和2年10月12日
令和2年10月30日

令和元年12月28日 令和2年3月27日

令和2年6月30日
令和2年8月31日
令和2年10月23日
令和2年11月6日

建設課

60 指名競争
ながめ余興場舞台吊物設備操作制
御盤等交換工事

電気工事
みどり市大間々町大間々
地内

― ―
有限会社高和エンジニ
アリング　代表取締役
高橋尚昌

みどり市大間々町大間々469番地 3,938,000 95.81% 3,773,000 ― 令和元年12月26日 ― 令和元年12月27日 令和2年3月24日 ― 観光課

61 指名競争 市道1級5号線他区画線設置工事 塗装工事
みどり市笠懸町久宮外地
内

―
【第1回】
市道1級5号線について、来年度の事業で舗装打ち換えを予定しており、
施工が二重になってしまうため、一部の区間の区画線施工を減らした。

株式会社PAINTBALANCE
代表取締役　関口克也

みどり市笠懸町阿左美994番地4 3,839,000 88.55% 3,399,567 3,168,000 令和2年2月27日 令和2年3月9日 令和2年2月28日 令和2年3月23日 ― 建設課

62 指名競争 (仮称)川久保広場整地工事 土木一式工事
みどり市大間々町高津戸
地内

―

【第1回】
・北側境界柵の杭の多数が腐食して更新が必要と認められるため、撤
去・新設した。
・北側私有地付近については、法面上の雨水が私有地に流出しないよう
にするため、主に境界に沿って素掘りの溝を設置して対応した。
・本工事着工前に行った市と地元行政区との間の事前調整に相当の期間
を要したため、それに相当する実工事日数分を工期延長した。
【第2回】
・第1回変更において、北側私有地との間に雨水排水溝を設置したが、
工事場所付近に生息する野生動物(シカ)により、その側面を崩されてし
まった。今後も同様のことが生じる可能性があるので、H型鋼を枠にし
てコンクリート製柵板を雨水排水溝側面沿いに設置し、側面を保護する
ように対応した。
・上述の追加工事の施工に必要な日数と、例年にない長梅雨により施工
が遅れた日数の合計について工期延期した。
【第3回】
「砕石敷均し・締固め工」「防草シート敷設工」「運搬処理工(木材処
分・コンクリート処分(無筋・有筋)」において、出来形と設計数量の差
異があるため、出来形に合わせて数量を精算した。

貴船工業株式会社　代
表取締役　大川博之

みどり市大間々町塩原1028番地 12,760,000 75.00% 9,570,000
10,065,000
11,759,000
12,243,000

令和2年3月25日
令和2年6月23日
令和2年8月17日
令和2年9月28日

令和2年3月26日 令和2年6月30日
令和2年8月21日
令和2年9月30日

都市計画課

63 随意契約 富弘美術館法面災害復旧工事
とび・土工・コンクリート
工事

みどり市東町草木地内
(富弘美術館)

地方自治法施行令第167条
の2第1項第5号

【第1回】
被災法面の法尻について、崩落土砂に広く覆われ、起工設計時に詳細測
量が困難だったため、施工にあたり、崩落土砂を撤去した後、現地を測
量したところ法面復旧面積が20㎡増加したことによる。法面復旧面積
(法面保護工)変更前　315㎡ 変更後　335㎡

株式会社新井土木　代
表取締役　新井正則

みどり市東町荻原140番地 11,495,000 95.69% 11,000,000 11,484,000 令和2年2月4日 令和2年3月19日 令和2年2月5日 令和2年3月20日 ― 富弘美術館

66 随意契約
市道大間々3355号線他
管渠埋設工事（31-111-3）

土木一式工事
みどり市大間々町大間々
地内

地方自治法施行令第167条
の2第1項第6号

【第1回】
・取付管及びます工において、公共ますの数量が増加した。
・既設舗装の老朽化により、舗装復旧工の数量が増加した。

林工務店　代表　林興
一

桐生市境野町6-478 4,093,200 91.56% 3,747,600 4,644,000 令和元年6月7日 令和元年9月25日 令和元年6月8日 令和元年9月30日 － 都市計画課

67 随意契約
県道桐生伊勢崎線公共ます移設工
事

土木一式工事
みどり市笠懸町阿左美地
内

地方自治法施行令第167条
の2第1項第6号

【第1回】
・既設東電柱の支線が支障となり、管布設及びマンホール工を削減した
ことによる減額。

株式会社野村建設工業
みどり営業所　所長
須藤修

みどり市笠懸町阿左美2169-3 9,031,000 99.27% 8,965,000 8,855,000 令和元年10月28日 令和2年1月20日 令和元年10月29日 令和元年12月20日 令和2年1月31日 都市計画課

68 随意契約
県道桐生伊勢崎線歩道管渠埋設工
事

土木一式工事
みどり市笠懸町阿左美地
内

地方自治法施行令第167条
の2第1項第6号

【第1回】
・取付管延長が短くなったことによる減額。
・夜間作業を予定したが、昼間作業で施工できたことによる夜間施工割
増を減額した。

株式会社三興エンジニ
アリング　代表取締役
通崎篤

桐生市広沢町5-1167 6,050,000 99.82% 6,039,000 5,632,000 令和元年12月2日 令和2年1月28日 令和元年12月3日 令和2年1月31日 － 都市計画課

69 随意契約 身無第3雨水幹線仮排水管設置工事 土木一式工事
みどり市笠懸町阿左美地
内

地方自治法施行令第167条
の2第1項第6号

―
株式会社新井建設工業
代表取締役　新井秀貴

みどり市笠懸町鹿275-7 2,706,000 91.06% 2,464,000 － 令和2年2月28日 － 令和2年2月29日 令和3年3月27日 － 都市計画課
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