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1
一般
競争

建設課 市道笠懸3066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】
工事実施にあたり、作業中の交通規制について地元調整した結果、農地の耕作者と作業場を
営む事業者から中型トラックの通行が可能になるような実施方法の検討の依頼があった。この
ため、車両の通行に影響が及ばないように施工範囲を小さく分割して段取ることにより地元の要
請に応えることとしたい。また、このための検討と作業効率の低下に伴って要した日数に相当す
る期間の工期延長を行って工期の完成をはかりたい。

【第2回】
地域住民から、来年度施行予定だった箇所において、今年度に前倒しで施工を行ってほしいと
の要望があった。商業施設からも、来年度改めて施工することに伴い交通規制が新たに掛かる
ことにより、業務に支障が出るとの意見を頂いたため、工事を前倒しで行うことを決断した。
そのため、施工範囲の拡大に伴い、土砂掘削量及び運搬量が増加したため増額変更を行いた
い。また、土砂運搬距離が延長したことに伴う増額変更を併せて行いたい。

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番地1

27,027,000 88.15% 23,826,000 29,392,000 令和3年6月8日
令和3年12月20日
令和4年 1月12日

令和3年6月9日 令和3年12月28日 令和4年1月21日

2
一般
競争

建設課 市道1級5号線道路改良工事 土木一式工事 みどり市笠懸町久宮地内 － －
株式会社　上州　代表取締役　赤石　恵
一

みどり市笠懸町鹿4481番
地2

23,507,000 88.06% 20,702,000 － 令和3年6月10日 － 令和3年6月11日 令和3年9月30日 －

3
一般
競争

建設課 市道笠懸4154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】
8月上旬より着工予定でしたが、8月7日に桐生管内において豚熱が発生し「災害応急対策業務
に関する細目協定」に基づき緊急出動となり、8月26日に完了した。その間当初計画していた工
事に着手することができなかったため、11月30日までの32日間の工期延期を行いたい。

【第2回】
工事にあたり、側溝敷設のための掘削に着手したところ、当初の計画どおり工事を施工してしま
うと掘削の影響によりブロック塀倒壊の恐れが認められた。このため、ブロック塀所有者と協議・
調整や必要な変更の協議に不測の日数を要したため、令和4年1月11日までの42日間の工期延
期を行いたい。

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

20,933,000 87.96% 18,414,000 17,292,000 令和3年6月7日
令和3年 9月16日
令和3年11月19日

令和3年6月8日 令和3年10月29日
令和3年11月30日
令和4年 1月11日

4
一般
競争

建設課 市道笠懸4116号線排水路整備工事（第2工区） 土木一式工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －

ボックスカルバート設置箇所を掘削したところ、民地と道路の境に設置されている擁壁について
直型擁壁を想定していた箇所が重力式擁壁となっていることが判明しました。重力式擁壁は、
ボックスカルバート設置部まで浸食しており施工できないことから､一部区間において同等の機
能が確保でき、耐圧強度を満たす管型のTACパイプに変更することで施工可能になるため。

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

40,392,000 88.42% 35,717,000 50,798,000 令和3年6月10日 令和4年1月27日 令和3年6月11日 令和4年1月31日 －

5
一般
競争

建設課 市道笠懸3151号線 排水路新設工事 土木一式工事 みどり市笠懸町久宮地内 －

【第1回】本工事で使用する2次製品(ボックスカルバート・角型人孔）が受注生産品であり、製造
に不足の日数を要し工事着手が遅れてしまったことから、期日内の完成が困難であるため工期
延期を行う。

【第2回】工事支障物件である上水道本管移設工で、水道用鋳鉄管の不正塗料問題でダクタイ
ル鉄管の一時出荷停止を受けたことで工程に遅れが生じてしまい、完成期日内での完成が困
難であるため工期延期を行うもの。

【第3回】本工事で発生した土砂の運搬先を変更したこと（L=3.0㎞→L=13.9㎞）、および、当初当
該路線の片側のみ舗装復旧を予定していたが、既設の舗装状態が非常に悪く、地元住民からも
舗装打ち換えを行ってほしいと要望を受け、前面舗装復旧を実施したことによる変更を行う。

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

48,620,000 88.32% 42,944,000 50,171,000 令和3年7月5日
令和3年12月15日
令和4年 1月26日
令和4年 2月24日

令和3年7月6日 令和3年12月28日
令和4年 1月31日
令和4年 2月28日

6
一般
競争

建設課 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 －
落石防護網について現場の裏面の状況や局部に合わせ支柱やアンカー、設置面積を変更する
必要があること及び岩接着に使用するモルタル量が設計数量より増加したことにより変更を行
いたい。

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 48,059,000 96.58% 46,420,000 52,558,000 令和3年7月6日 令和3年12月20日 令和3年7月7日 令和3年1月31日 －

7
一般
競争

建設課 市道笠懸4110号線排水対策工事 土木一式工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －

【第1回】
道路埋設物が点在しており工法検討に時間を要したため。また、水道管の製造元における認証
試験において不適切な行為があったことに伴い、材料の出荷・搬入ができないことから、工期内
の完成が見込めないため工期延期を行いたい。

【第2回】
給水管切り回し工事に使用する資材(ダグタイル管及びその接続部品）の製造元における認証
試験において不適切な行為があったことに伴い、当初見込んでいた延期期間中において搬入
の見通しが立っていないため、工期延期を行いたい。

【第3回】
起工測量の結果、排水構造物を設置予定であった箇所に既設の水道管が干渉してしまうことが
判明したため、水道管切回し工の追加施工を行いたい。また、水道管切り回し工事における製
品の納入に不測の時間がかかっているため、併せて工期を6月末まで延期を行いたい。

【第4回】
全線での舗装復旧を予定していたが、一部側溝工が次工区での施工となったことに伴い、舗装
復旧を側溝の影響線までとする。また、左記に伴い交通誘導員の配置数の減も対応するもの。

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番地1

23,474,000 88.05% 20,669,000
24,563,000
24,442,000

令和3年7月7日

令和4年 1月22日
令和4年 3月11日
令和4年 3月31日
令和4年 6月24日

令和3年7月8日 令和4年1月31日
令和4年 3月18日
令和4年 3月31日
令和4年 6月30日

8
一般
競争

建設課
市道2級8号線 道路改良工事(世良田ﾊﾞｲﾊﾟｽ西：
第1工区-①)

土木一式工事 みどり市笠懸町久宮地内 －

【第1回】
令和3年4月に申請した電柱移設の完了が12月末となり、本工事が1月から工事着手となったた
め、施工時期を工事繁忙期を避けて平準化させるために工事閑散期の次年度上期まで工期を
延期するもの。

【第2回】
令和4年6月15日に桐生管内において豚熱(CSF)が発生し、「特定家畜伝染病発生時における埋
設処分に関する協定」に基づき緊急出動となり、その間の当初計画していた工事に着手すること
ができないため、令和4年7月29日までの工期延期をするものとする。

【第3回】
既設舗装を破砕する際に路盤が厚さ15㎝～30㎝のｺﾝｸﾘｰﾄ路盤だったため、ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬
処理が増加したことによる。また、交差点内の安全確保に伴い交通誘導員の配置数の増も対応
するもの。

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

49,181,000 88.61% 43,582,000 49,940,000 令和3年8月5日
令和4年1月24日
令和4年6月24日
令和4年7月27日

令和3年8月6日 令和4年2月28日
令和4年6月30日
令和4年7月29日

9
一般
競争

建設課
市道笠懸1078･1298号線 歩道設置工事(第4工
区)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
工事の支障となる看板(n=2基)の移設について、所有者であるかさかけの里との調整に不足の
日数を要したため、完成期日の延期を行うもの。

【第2回】
L型擁壁を設置するにあたり、当初予定していた舗装復旧範囲を施工は可能であったが、既存
の舗装状態が悪く舗装版破砕の際に壊れてしまったため、舗装復旧範囲を広げ施工したことに
よる変更を行う。

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 54,010,000 88.43% 47,762,000 48,818,000 令和3年9月2日
令和4年 2月18日
令和4年 3月24日

令和3年9月3日 令和4年2月28日 令和4年3月29日

令和3年度契約状況(予定価格が250万円を超える工事)　　　

※該当がない場合は「－」を表示

※入札の種類別に掲載
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10
一般
競争

建設課 市道笠懸1312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】
本路線は、笠懸西小学校(仮称)建設工事車両の通行ルートとなっており、本工事の施工が制限
される期間があるため。

【第2回】
笠懸西小学校（仮称）東側の路線が児童の通学路となっており学校入口までの歩道を設置する
必要がありますが、歩道設置部における土地の買収及び所有権移転が完了したため歩道新設
工の追加を行いたい。

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

28,490,000 88.18% 25,124,000 30,074,000 令和3年9月2日
令和4年 1月17日
令和4年 3月25日

令和3年9月3日 令和4年1月31日 令和4年3月25日

11
一般
競争

建設課 市道1級12号線道路改良工事 土木一式工事 みどり市大間々町桐原地内 －

【第1回】
本道路改良工事において1級河川早川に接続している雨水排水路の変更に伴い既設擁壁の撤
去及びもたれ式擁壁の設置を計画していましたが、既設擁壁を撤去したところ背面土砂が脆弱
であることが判明しました。河川管理者である土木事務所と協議した結果、もたれ式擁壁
（L=4.0m）を大型ブロック積擁壁（L=16.5ｍ）に変更し、安全性を確保するように指示があったた
め、工法変更及び施工延長増加による金額変更及び31日間の工期延長を行いたい。

【第2回】
桐生土木事務所と協議し、河床の洗掘防止のためコンクリート張工を追加したこと及びボックス
カルバートの吐き口部が大型ブロック積み擁壁面より突出しないよう吐き口工を追加したことに
よる増額。

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

23,188,000 87.85% 20,372,000
28,644,000
28,853,000

令和3年9月2日
令和4年2月25日
令和4年3月28日

令和3年9月3日 令和4年2月28日 令和4年3月31日

12
一般
競争

建設課 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 － －
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番地
2

23,672,000 96.88% 22,935,000 － 令和3年10月7日 － 令和3年10月8日 令和4年3月18日 －

13
一般
競争

建設課 市道大間々3501号線道路改良工事（第4工区） 土木一式工事 みどり市大間々町大間々地内 －

【第1回】
令和4年5月10日に桐生管内において豚熱(CSF)が発生し、「特定家畜伝染病発生時における埋
設処分に関する協定」に基づき緊急出動となり、その間当初計画していた工事に着手することが
できないため、令和4年8月31日までの工期延期を行いたい。

【第2回】
民地側用水路施工のため掘削したところ根入れが浅く、工事施工中又は道路供用開始後に擁
壁倒壊による事故の危険性が高いことが判明した。このため、逆L字型擁壁を設置したこと及び
排水機能を最大限発揮させるため、U字溝の溝蓋を20枚グレーチングへ交換したことによる変更
を行いたい。

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番地2

47,036,000 88.56% 41,657,000 51,590,000 令和3年12月2日
令和4年 6月 1日
令和4年 8月10日

令和3年12月3日 令和4年7月29日 令和4年8月31日

14
一般
競争

建設課 あざみまなび橋橋梁補修工事 土木一式工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －
施工前の現場確認において橋を高圧洗浄後ひびわれ箇所の確認を行ったところ、当初設計以
外の箇所にもひび割れが確認できたため注入工の延長増加による増額を行いたい。

河本工業株式会社　代表取締役　　河
本　尚樹

群馬県館林市北成島町
2544番地

56,782,000 98.79% 56,100,000 57,728,000 令和4年3月3日 令和4年8月26日 令和4年3月4日 令和4年8月31日 －

15
一般
競争

建設課 神戸橋橋梁補修工事 土木一式工事 みどり市東町神戸地内 －
伸縮装置が受注生産となり、製作及び納品までに4ヶ月を要し、施工に1ヶ月かかるため、工期
延期を行いたい。

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 41,140,000 94.65% 38,940,000 － 令和4年3月3日 令和4年7月26日 令和4年3月4日 令和4年7月29日 令和4年12月9日

16
一般
競争

建設課 5-24号橋加藤畑橋他橋梁補修工事 土木一式工事 みどり市東町沢入地内 －
7-13号橋において既設排水管を撤去・新設する設計であったが、橋自体の勾配が十分とれてお
り、橋梁手前にも排水構造物が設置してあることから、排水管を新設する際の床版削孔による
既設鉄筋への影響も考慮し施工不要としたことによる減額を行いたい。

株式会社　上州　代表取締役　赤石　恵
一

みどり市笠懸町鹿4481番
地2

29,766,000 92.20% 27,445,000 27,302,000 令和4年3月4日 令和4年7月28日 令和4年3月5日 令和4年7月29日 －

17
一般
競争

都市計画課
社会資本整備総合交付金事業市道大間々3084
号線他管渠埋設工事(3-111-1)

土木一式工事 みどり市大間々町大間々地内 －

【第1回】
本工事の施工で発生した状況変化（支障雨水管の撤去・再設置、旧水道管等不明埋設管の確
認及び対応）に伴う施工能率の低下により、不測の日数を要したことから、当初契約工期内での
工事完成が見込めないため、完成期日を令和4年1月31日まで延期したい。

【第2回】
・試掘調査の結果、下水道管埋設位置の地下埋設物（雨水管・水道管・ガス管）が想定よりも近
接していたため、管路線形変更に伴い0号マンホールの数量減を対応した。
・下水道管埋設に支障となるため、雨水管(ヒューム管φ300等)の一時撤去・復旧を追加して対
応した。
・上記、雨水管の撤去・復旧及び水道管等埋設物の確認及び対応に伴う施工能率の低下によ
り、作業日数が延びたため、交通誘導警備員の配置数の増加を対応した。

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

27,896,000 87.97% 24,541,000 25,927,000 令和3年6月10日
令和3年12月 6日
令和4年 1月25日

令和3年6月11日 令和3年12月17日 令和4年1月31日

18
一般
競争

都市計画課
社会資本整備総合交付金事業市道大間々3019
号線他管渠埋設工事(3-111-2)

土木一式工事 みどり市大間々町大間々地内 －

・地下水位が想定より高く、湧水量も多かったため、開削水替工を追加して対応したい。
・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、運搬距離の変更を対応したい。
・舗装撤去工において、当初想定より舗装厚が厚かったため、廃材運搬処理費の増加を対応し
たい。

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

28,666,000 88.02% 25,234,000 26,917,000 令和3年8月6日 令和3年12月13日 令和3年8月7日 令和3年12月17日 －

19
一般
競争

都市計画課
社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3021
号線他管渠埋設工事(3-311-2)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

・下水道事業計画区域の見直しにより、新たに追加された区域の排水を接続するため、本施工
区間の一部において、下水道管埋設位置を深くする必要があり､それに伴う管路土工・仮設工等
の数量増を対応するもの。
・民間業者による分譲住宅用地の開発計画において、本工事完成後に給水管埋設の予定があ
ることから、舗装本復旧を仮復旧に変更するため、舗装復旧工の数量減を対応するもの。
・施工にあたり沿線店舗の営業を考慮した工程調整に不測の日数を要したことから、当初契約
工期内での工事完成が見込めないため、工事完成期日の延期を対応するもの。

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

34,991,000 88.21% 30,866,000 32,945,000 令和3年10月7日 令和4年2月21日 令和3年10月8日 令和4年2月28日 令和4年3月14日

2
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20
一般
競争

教育総務課 みどり市立笠懸西小学校（仮称）新築建築工事 建築一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
【増額】
①新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策
・普通教室等廊下側の壁を開き戸に変更及び網戸を新規設置
②工期確保及び品質確保
・表層地盤改良の追加及び基礎地盤改良の施工数量増
・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ床下施工を金ｺﾃからｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞへ変更
・校舎廻りの造成及び外構工事の追加　　　外
【減額】
①安全性確保
・吹抜部分化粧梁の木材使用の仕様変更
　②工期確保
・ﾌﾟｰﾙ擁壁の一部をﾌﾟﾚｷｬｽﾄ施工から現場打ちへ変更 外

【第2回】
【増額】
・校舎ビニル床シートの仕様変更
・校舎壁面サインのピシャン仕上げ追加
・カーテンウォール外部竪樋の追加設置
・屋内運動場ステージ上らせん階段及び放送室回り壁下地追加
・屋内運動場不燃OSBボード数量増
・屋内運動場の壁軽鉄下地の数量及び床見切り追加
・アリーナ及びギャラリー壁の塗装面積増
・1階ウッドデッキ部の手摺追加　外
【減額】
・校舎床フローリング仕様変更
・校舎床サンダー掛け取りやめ
・学童保育上り框の仕様変更
・外構コンクリート土間（路盤）工及びデザイン舗装減　外

関東・阿左美・桂みどり市立笠懸西小学
校（仮称）新築建築工事特定建設工事
共同企業体　代表者　関東建設工業株
式会社　代表取締役　髙橋　明

太田市飯田町1547　ＯＴＡ
スクエアビル７Ｆ

2,535,280,000 97.97% 2,483,800,000
2,521,387,000
2,530,143,000

令和2年10月26日
(仮契約)

令和2年10月29日
(本契約)

令和3年12月15日
令和4年2月18日

令和2年10月29日 令和4年2月28日 －

21
一般
競争

教育総務課
みどり市立笠懸西小学校（仮称）新築電気設備
工事

電気工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【増額】
円滑な工事の実施環境の確保及び責任区分の明確化による増額
・屋外倉庫電気設備工事の追加工事
・職員駐車場電気設備工事の追加工事
品質確保による増額
・太陽光ケーブルの接続版、配線及び太陽光連動機器の追加
教室等の仕様変更に伴う増額
・校舎棟スイッチの変更
・校舎棟子時計の追加工事　
・手洗い上の照明の追加工事　外
【減額】
教室等の仕様変更に伴う減額
・昇降口前、証明変更（天井の変更に伴うもの）
・コンピュータ室の仕様変更によるOAフロアコンセントの減　外　

田島電気・髙和エンジニアリングみどり
市立笠懸西小学校（仮称）新築電気設
備工事特定建設工事共同企業体　代表
者　田島電気株式会社　代表取締役　
田島　敏靖

桐生市広沢町間ノ島70番
地

270,798,000 99.52% 269,500,000 275,286,000 

令和2年10月26日
(仮契約)

令和2年10月29日
(本契約)

令和4年2月18日 令和2年10月29日 令和4年2月28日 －

22
一般
競争

教育総務課
みどり市立笠懸西小学校（仮称）新築機械設備
工事

管工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【増額】
品質及び安全確保による増額
・1階用務員室のルームエアコン壁掛を1方向カセット形に変更
・教室系統吹出口VHS結露カバーを特殊塗装に変更
・K1トイレ系統への中水メイン管の追加
・カーテンフォール部の雨水埋設管の追加
・プール濾過機室HIVPをSUS加工管に変更
・木質ペレット炊き吸水式冷温水発生機に薬液注入装置の追加　外
【減額】
施工方法の変更による減額
・浄化槽設置の掘削を当初山留工法で想定していたが、玉石が原因で施工が難しいため、オー
プンカット工法に変更したことによる減額
現場合わせによる仕様変更のため減額
・体育館アリーナ上部給気ファン消音ボックスを取りやめたことによる減額
消防との調整による減額
・1階調理室、湯沸系統の排気ダクトのロックウォール巻き及び放水試験用消火テスト弁の取り
やめ　外

グンエイ・群馬サンヘルスみどり市立笠
懸西小学校（仮称）新築機械設備工事
特定建設工事共同企業体　代表者　株
式会社グンエイ　代表取締役　蓮沼　敏
美

太田市飯田町812番地 481,173,000 99.86% 480,480,000 482,812,000 

令和2年10月26日
(仮契約)

令和2年10月29日
(本契約)

令和4年2月18日 令和2年10月29日 令和4年2月28日 －

23
一般
競争

教育総務課 大間々中学校トイレ改修工事（第1期） 建築一式工事
みどり市大間々町桐原217番地（大間々中
学校）

－
既設解体により判明した不具合、損傷その他の改修を要するものに対応するため、所要の経費
を追加するもの。また、施工上の都合や完成後の使い方を考慮し、一部の材の仕様又は数量を
変更し、屋外トイレの換気扇の不要となった数量を減じるもの。

平澤建設株式会社　大間々営業所　大
間々営業所長　小澤　裕康

みどり市大間々町大間々
1335番地

60,962,000 91.01% 55,484,000 56,210,000 令和3年6月10日 令和3年9月14日 令和3年6月11日 令和3年9月30日 －

24
一般
競争

教育総務課 大間々東中学校トイレ改修工事（第1期） 建築一式工事
みどり市大間々町大間々1829番地1（大
間々東中学校）

－ －
桐生建設株式会社　みどり市営業所　
所長　清水　裕

みどり市笠懸町阿左美
1522番地25

55,858,000 91.86% 51,315,000 － 令和3年6月7日 － 令和3年6月8日 令和3年9月30日 －

25
一般
競争

教育総務課
みどり市立笠懸西小学校(仮称)新築東側駐車場
整備工事

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
【変更理由】以下の事由により不足の日数を要したため工期延長をしたい。
･舗装工において、設計で見込んでいなかっった勾配の高さに合わせた地盤面のすき取り及び
その残土処分に日数を要したため。
フェンス設置工において、東側民地との境界部分の施工で、民地の方と不在の理由で面談でき
ず調整に日数を要したため。

【第2回】
【減額】
・現場合わせにより次の工事の数量を変更したことによる減工。
落蓋式側溝、側溝蓋（Co)、アスファルト舗装工(表層工)、園路縁石工
・土地勾配の傾斜に合わせて、一部フェンス高さをH1200からH800に変更したことによる柵工の
減工。
【増額】
・現場合わせにより区画線の延長を伸ばしたことによる区画線の増工。
・路盤面のレベル調整及び補強調整のため、上層路盤工の厚みを変更したことによる舗装準備
工の増工。
・雨水側溝への土地勾配の傾斜を付けたため、地盤面のすき取り及びその残置処分が発生し
たことなどによるその他工の増工。

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番地1

49,412,000 88.71% 43,835,000 45,551,000 令和3年7月7日
令和3年10月29日
令和3年11月 4日

令和3年7月8日 令和3年10月29日 令和3年11月12日

26
一般
競争

教育総務課
みどり市立笠懸西小学校(仮称)新築グラウンド
整備工事

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
・校舎周りの施工について、建築工事、設備工事及びその他外構工事が順次施工しており、本
工事が最後の施工になることから、安全に施工できる状態になるまで時間を要したため。
・グランド舗装工について、グランド部分が建築工事等の車両駐車場及び残土置場等として使
用しており、他工事との調整もあったことから安全に施工できる状態になるまで時間を要したた
め。

【第2回】
【減額】
・側溝工の施工延長減
・クレイ舗装の施工面積減　　　ほか
【増額】
・貯留浸透層へのつなぎ込み塩ビ管の一部を、直管から自在曲管及び継手へ変更
・暗渠管延長増及び砂場排水管の追加
・グラウンド部分のマンホールかさ上げ追加
・ワイヤー数量増による吊架金具等の追加
・防球ネットカーテン部の門柱設置の追加　ほか

関東建設工業株式会社　代表取締役　
髙橋　明

太田市飯田町1547　ＯＴＡ
スクエアビル７Ｆ

149,985,000 98.86% 148,280,000 149,897,000 令和3年8月2日
令和4年 2月10日
令和4年 3月18日

令和3年8月3日 令和4年2月28日 令和4年3月24日

3
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※入札の種類別に掲載

27
一般
競争

教育総務課 みどり市立笠懸西小学校(仮称)新築外構工事 土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
・校舎及び体育館付近のコンクリート塀工事及び各種舗装工事では、建築工事及び設備工事の
施工後、仕上工事となる本体工事が最後の施工になることから、安全に施工できる状態になる
まで時間を要したため。
・校舎西側のペレット焚冷温水発生機周りのフェンスについて、防音目隠しフェンスに変更になっ
たが、受注生産であったため納期まで日数を要するため。

【第2回】
【減額】
・柵工において、南側連続基礎ブロック及びコンクリート壁を独立基礎フェンスに変更したことに
よる減工。　ほか
【増額】
・インターロッキング舗装の路盤工、表層工及び施工面積の増加による増工。
・門扉工において、アルミ門扉1箇所を仕様変更したことによる増工。
・花壇工において、教材園に黒畑土を補充したことによる増工。
・既設浸透貯留槽のマンホール蓋（4箇所）の高さ調整に伴う増工。　ほか

加藤建設興業株式会社みどり支店　支
店長　寺田　正五郎

みどり市大間々町大間々
76-5-101

139,513,000 89.63% 125,059,000 133,925,000 令和3年8月6日
令和4年 2月10日
令和4年 3月18日

令和3年8月7日 令和4年2月28日 令和4年3月24日

28
一般
競争

教育総務課
みどり市立笠懸西小学校(仮称)新築屋外施設建
築工事

建築一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【増額】
・盛土購入、平板載荷試験実施による
・外部足場から高所作業車へ変更
・犬走り部分の施工追加（コンクリート打設、金鏝）
・外壁シーリングの追加
・内壁及び棚の納まりのため、Mバー下地追加
【減額】
・根切り及び埋め戻し数量の減
・立ち上がり壁の配筋をダブルからシングルへ変更したことによる鉄筋数量の減

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番地1

25,168,000 98.33% 24,750,000 24,948,000 令和3年8月6日 令和4年2月18日 令和3年8月7日 令和4年2月28日 －

29
一般
競争

教育総務課 みどり市立笠懸西小学校(仮称)新築植栽工事 造園工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
・高木、中低木及び地被類の植生工について、植栽箇所を施工している外構工事類及び搬入
ルートを確保するグランド工事との調整があり、植栽ができる状態になるまで時間を要したた
め。
・樹名板工について、一部の地被類に変更があり、製作に時間を要するため。

【第2回】
【減額】
・一部の樹木について、指定する高さ及び幹周より小さい樹木へ変更
【増額】
・現場合わせによる中低木の数量増
・里山ガーデンについて、地被類の追加
・樹銘板の一部を片面から両面取付けへ変更
・さくらプロムナード植栽帯等の客土の増加
・南側法面の一部の客土流れ防止のため、丸太柵工の追加

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番地2

36,157,000 88.46% 31,988,000 35,233,000 令和3年8月5日
令和4年 2月10日
令和4年 3月18日

令和3年8月6日 令和4年2月28日 令和4年3月24日

30
一般
競争

教育総務課 大間々北小学校体育館屋根改修工事 建築一式工事
みどり市大間々町桐原653番地(大間々北
小学校)

－

①シャーレーン先端の防錆塗装を追加する。
②雨樋からの排水経路変更に伴い、堅樋等を追加する。
③西面庇上への廃止済ボイラー機器撤去費を追加する。
④体育館北西の塩ビ波板の庇が著しく老朽化しているため、更新とする。
⑤既設テレビアンテナの移設費を追加する。

平澤建設株式会社　大間々営業所　大
間々営業所長　小澤　裕康

みどり市大間々町大間々
1335番地

65,648,000 92.15% 60,500,000 61,996,000 令和3年9月3日 令和4年1月18日 令和3年9月4日 令和4年1月31日 －

31
一般
競争

教育総務課 笠懸野文化ホール他高圧受電設備更新工事 電気工事
みどり市笠懸町阿左美1579番地1ほか1箇
所(笠懸野文化ホール､笠懸公民館)

－

【第1回】
新型コロナウイルス感染症などの影響と思われる部品の供給の遅れから、本件工事の主要な
材料であるキュービクル内の機器及び高圧ケーブルの納品が3月中となってしまうため、工期を
所要の日数延長するもの。

【第2回】
更新予定の高圧ケーブルの納入が３月末となることが判明し、東京電力が行う送電線切回し工
事の日程調整に時間を要しているため、工期を所要の日数延長するもの。

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

24,574,000 91.98% 22,605,000 － 令和3年9月6日
令和4年2月17日
令和4年3月25日

令和3年9月7日 令和4年2月28日
令和4年3月31日
令和4年5月31日

32
指名
競争

総務課 みどり市東町内集会所9棟解体工事 解体工事 みどり市東町花輪地内ほか －

【第1回】
悪天候により不測の日数を要したため。

【第2回】
・建物の一部に石綿を含む材料を使用していることが確認されているため。
・各行政区との協議により、残置物や浸透桝の撤去が追加されたため。

株式会社　エーケー総合解体　代表取
締役　菊池　明仁

みどり市笠懸町阿左美494
番地2

12,303,940 75.81% 9,328,000 11,044,000 令和3年10月6日
令和4年2月28日
令和4年3月9日

令和3年10月7日 令和4年3月4日 令和4年3月18日

33
指名
競争

財政課 旧みどり市障害者自立支援施設解体工事 解体工事 みどり市大間々町大間々地内 －

1工事車両を車道に置いて施工する期間について、安全確保のため交通誘導員を設置するた
め。
2建物の一部に石綿を含む材料を使用している可能性があり、適切な撤去・処分を実施のため。
3建物取り壊し後の現状地盤が低いことから、良質発生土の搬入及び敷均しのため。　

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

5,181,000 74.30% 3,850,000 4,125,000 令和4年1月4日 令和4年2月28日 令和4年1月5日 令和4年3月22日 令和4年3月8日

34
指名
競争

生活環境課 大間々し尿貯留場事務所解体工事 解体工事
みどり市大間々町高津戸1343番地8　大
間々し尿貯留場

－
当該工事において、各廃材(コンクリートガラ･ガラスくず､木くず、廃プラスチック類、金属くず）処
理量が当初設計での見込みに対し、別添「設計変更増減表」のとおり数量に変更が生じたた
め。

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

3,839,000 55.87% 2,145,000 2,101,000 令和3年9月3日 令和3年10月11日 令和3年9月4日 令和3年10月18日 －

35
指名
競争

介護高齢課 みどり市介護予防複合施設空調機器入替工事 管工事 みどり市大間々町大間々地内 －

･ﾄﾞﾚｰﾝ管について、起工設計では炭素鋼鋼(白)であるが、接続の既設配管が硬質塩化ビニール
管であり、メンテナンスも考慮し、硬質塩化ビニール管へ変更するもの。また、起工設計の数量
に誤りがあったため数量変更するもの。
･室外機への電源ケーブルについて、既設配線（VVR38ｓｑ)では電圧降下等を考えると必要な能
力を満たしていないため、CVT38ｓｑへ張替を行うもの。

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

11,715,000 93.80% 10,989,000 11,297,000 令和3年5月10日 令和3年8月12日 令和3年5月11日 令和3年9月30日 －

36
指名
競争

健康管理課 みどり市大間々保健センター1F事務室改修工事 建築一式工事
みどり市大間々町大間々1497番地1(みど
り市大間々健康センター)

－

当該施設において、休日等の施設利用があることから、事務室内の情報管理保持のため、本改
修工事における「木製ハンガー戸（吊下げ式引戸）」を施錠タイプにしたことにより、契約変更を
行うものです。
【契約金額変更理由】
「木製ハンガー戸（吊下げ式引戸）」を施錠タイプに変更。また、これに伴う戸当たりの追加等に
よるもの。

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

3,795,000 81.15% 3,080,000 3,102,000 令和3年12月2日 令和4年3月4日 令和3年12月3日 令和4年3月11日 －
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※入札の種類別に掲載

37
指名
競争

農林課
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】
工期内完成を目指して施工が進められたものの、生コンプラント会社が繁忙となり、吹付工が当
初予定より遅れ、工期間際の11月6日及び8日での施工となることから施工後の出来形検測、現
場片付け、提出書類の整理等に必要な日数を確保するうえで、7日間の工期延期が必要になる
ため。

【第2回】
吹付法面取壊し量、仮設材のダンプ運搬、大型土のう及び敷鉄板の設置・撤去の減による減
額。並び工法の見直し（モルタル吹付工→コンクリート吹付工）、対面法面における切土法面整
形工及び落石防止網張工、砂利路盤工の追加による増のため。

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番地
2

5,038,000 96.72% 4,873,000 5,665,000 令和3年8月4日
令和3年11月 9日
令和3年11月17日

令和3年8月5日 令和3年11月10日 令和3年11月17日

38
指名
競争

農林課
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 － 使用材料の一部変更による。
株式会社　山藤組みどり営業所　所長　
髙橋　秀夫

みどり市東町花輪98番地2 12,067,000 95.71% 11,550,000 11,550,000 令和3年7月29日 2021/11/29 令和3年7月30日 令和3年11月30日 －

39
指名
競争

農林課
県単林道改良事業　林道小中西山線路面改良
工事

舗装工事 みどり市東町小中地内 －
第一工区における「舗装面積の増による増額」及び「土砂運搬量の減による減額」、第二工区に
おける「舗装面積の増による増額」及び「舗装面積の増に伴い取り壊し量が増加したことによる
増額」、「植生土のう使用枚数の減による減額」のため。

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 4,004,000 96.15% 3,850,000 4,785,000 令和3年9月2日 令和3年11月18日 令和3年9月3日 令和3年11月25日 －

40
指名
競争

農林課
県単林道改良事業　林道高名木線法面保護工
事

とび・土工・コンクリート
工事

みどり市大間々町浅原地内 －
施工面積(層厚植生マット）減による減額、並びに施工面積（種子付ネット張工、コンクリート吹付
工、法面補強鉄筋工）の増、切土工における掘削量及び切土法面整形量の増による増額のた
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番地3

6,875,000 89.60% 6,160,000 6,358,000 令和3年10月4日 令和4年1月27日 令和3年10月5日 令和4年1月31日 －

41
指名
競争

観光課
サンレイク草木無圧式温水機・給水ポンプ更新
工事

機械器具設置工事 みどり市東町草木地内 － －
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

5,709,000 90.01% 5,139,200 － 令和3年4月5日 － 令和3年4月6日 令和3年5月31日 －

42
指名
競争

観光課 ながめ余興場空調設備更新工事 管工事 みどり市大間々町大間々地内 －

当初設計時は、天井内部の既設配管部（電磁弁)の有無について確認ができず着工しました
が、新規器機設置後にエアコンの温度調節機能が正常に作動しないことから既設配管を含め調
査したところ既設電磁弁が支障となっていることが確認されたため、電磁弁の撤去等の追加工
事を施工したい。
　また、追加工事の施工に伴い工期内での完成が見込めないことから工期を延長して対応した
い。

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

16,110,600 84.66% 13,640,000 13,862,200 令和3年4月28日 令和3年7月16日 令和3年4月29日 令和3年7月23日 令和3年8月6日

43
指名
競争

観光課 ながめ余興場音響設備更新工事 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

3,828,000 95.97% 3,674,000 － 令和3年8月4日 － 令和3年8月5日 令和4年1月28日 －

44
指名
競争

建設課 市道笠懸4291号線側溝整備工事 土木一式工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －
想定よりも交通量が多く安全確保のため交通誘導員が増加となったこと及び道路と宅地との調
整等が必要となったため設計変更を行いたい。

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6

6,303,000 95.98% 6,050,000 7,788,000 令和3年5月10日 令和3年7月29日 令和3年5月11日 令和3年7月30日 －

45
指名
競争

建設課 市道笠懸1173号線冠水対策工事 土木一式工事 みどり市笠懸町西鹿田地内 －

【第1回】
工事期間中の度重なる降雨により床堀作業が行えず、不測の日数が生じたため。

【第2回】
貯留ボックスに接続する既設側溝が劣化しており、GPU300*300を新設する必要があること及び
点検マンホール周りの砕石が削り取られることを防止するため一部舗装工が必要でであるた
め。

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

5,907,000 89.38% 5,280,000 8,976,000 令和3年5月6日
令和3年8月26日
令和3年9月28日

令和3年5月7日 令和3年8月31日 令和3年9月30日

46
指名
競争

建設課 市道笠懸4263号線舗装改修工事 舗装工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －
当初見込んでいた範囲より、舗装状態が悪い箇所が他にも確認できたため、舗装面積の拡大に
よる増額変更を行いたい。

株式会社　コシオ　代表取締役　大川　
昌美

みどり市大間々町大間々
2279番地2

3,047,000 81.22% 2,475,000 2,541,000 令和3年5月10日 令和3年10月12日 令和3年5月11日 令和3年11月30日 －

47
指名
競争

建設課 市道笠懸1068号線舗装改修工事 舗装工事 みどり市笠懸町鹿地内 －
雨水処理について、舗装の施工において、縦断勾配を調整することで対応を検討しましたが、十
分な高低差が確保できないため、アスファルトを透水性のあるものに変更し、対策を講じたい。

株式会社　コシオ　代表取締役　大川　
昌美

みどり市大間々町大間々
2279番地2

2,728,000 80.64% 2,200,000 2,475,000 令和3年5月10日 令和3年6月23日 令和3年5月11日 令和3年7月30日 －

48
指名
競争

建設課 市道1級24号線側溝新設工事 土木一式工事 みどり市東町小夜戸地内 －
本工事で支障となっている電柱移設に不測の日数を要しているため、当初予定していた工期内
での官僚が困難であることから工期延長を行う。

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番地
2

19,514,000 96.84% 18,898,000 － 令和3年6月4日 令和3年11月15日 令和3年6月5日 令和3年11月30日 令和3年12月28日

49
指名
競争

建設課 神梅第2団地A棟B棟隔測メーター交換工事 水道施設工事 みどり市大間々町上神梅地内 － －
株式会社　上州　代表取締役　赤石　恵
一

みどり市笠懸町鹿4481番
地2

4,114,000 55.61% 2,288,000 － 令和3年7月2日 － 令和3年7月3日 令和3年12月28日 －

50
指名
競争

建設課 市道笠懸1135号線道路改良工事 土木一式工事 みどり市笠懸町西鹿田地内 －

【第1回】
舗装新設後に雨水が民地に流入しないようにするための調整及び協議に不測の日数を要した
ため。

【第2回】
区画線を新たに設置するための協議に不測の日数を要したため。

【第3回】
工事区間の施工中の出入りについて地元の協力が得られ、交通誘導員の人数が想定より少な
く済んだことによる減額。

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

4,565,000 89.15% 4,070,000 3,971,000 令和3年8月6日
令和3年11月11日
令和3年12月16日
令和4年 1月17日

令和3年8月7日 令和3年11月15日
令和3年12月17日
令和4年1月21日

51
指名
競争

建設課 市道大間々4294号線舗装改修工事 舗装工事 みどり市大間々町大間々地内 －
当初設計では掘削量408.0m3としていたが40.8m3の違算であった。このため、正式な数量での
設計変更を行いたい。なお、業者へは正式な数量で設計変更する旨、通知してあります。

株式会社　コシオ　代表取締役　大川　
昌美

みどり市大間々町大間々
2279番地2

4,158,000 82.01% 3,410,000 2,849,000 令和3年8月4日 令和3年9月28日 令和3年8月5日 令和3年9月30日 －

52
指名
競争

建設課 市道2級3号線舗装改修工事 舗装工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －
既設の舗装が想定より厚かったため表層取壊しの大部分を路面切削工に変更したこと及び舗
装の状態がよい部分を施工対象から除いたことに伴い舗装面積が減少したことによる変更を行
いたい。

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

9,636,000 79.90% 7,700,000 7,601,000 令和3年9月1日 令和3年12月6日 令和3年9月2日 令和3年12月10日 －

53
指名
競争

建設課 鹿団地E棟屋根･外壁改修工事 建築一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －
外壁工事を行う際に、予め破風板設置と外壁の高圧洗浄を行う必要が生じたことによる付帯工
事の追加、また、屋根の改修を行った際に雨による劣化部がみられたことから屋根の風化を防
ぐために、劣化部の補修工事の追加を行いたい。

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 5,445,000 98.98% 5,390,000 6,292,000 令和3年9月1日 令和3年11月23日 令和3年9月2日 令和3年11月30日 －

54
指名
競争

建設課 神梅第3団地F棟外壁改修塗装工事 塗装工事 みどり市大間々町上神梅地内 －
建具廻りにおけるシーリング打替え箇所が新たに見つかり、該当箇所の撤去及び補修を行う必
要があったため、増額変更を行いたい。

オガワ美装有限会社　代表取締役　小
川　晋一

みどり市大間々町桐原
1496番地12

19,173,000 87.20% 16,720,000 17,534,000 令和3年9月3日 令和3年12月24日 令和3年9月4日 令和3年12月28日 －

5
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55
指名
競争

建設課 大間々6丁目団地解体工事 解体工事 みどり市大間々町大間々地内 －
団地跡地周りに設置するトラロープがたわむことを防ぎたいところから、単管丸パイプの設置数
量を増やすことによりパイプ間の張度を保つことができ、安全対策に繋がると判断したため、設
計の変更を行いたい。

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

4,664,000 84.90% 3,960,000 3,971,000 令和3年10月4日 令和4年1月31日 令和3年10月5日 令和4年2月28日 －

56
指名
競争

建設課 市道大間々3080号線排水路改良工事 土木一式工事 みどり市大間々町大間々地内 －
舗装板切断の際に発生した汚泥処分費は数量によって設計区分が異なるため、業者からの実
績報告により計上しており（当初条件明示に明記）、請負業者から汚泥処分数量の実績報告が
提出されたため、汚泥処分費を計上したい。

有限会社　金子設備　代表取締役　金
子俊行

みどり市大間々町浅原
1677番地

3,828,000 82.75% 3,168,000 3,399,000 令和3年10月6日 令和4年2月1日 令和3年10月7日 令和4年2月28日 －

57
指名
競争

建設課 市道笠懸1136号線外舗装新設工事 舗装工事 みどり市笠懸町西鹿田地内 －
地域住民より道路と民地で高低差がある部分についてガードレール設置の要望あり、確保のた
め追加施工したい。

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

7,458,000 81.85% 6,105,000 8,206,000 令和3年10月6日 令和4年2月25日 令和3年10月7日 令和4年2月28日 －

58
指名
競争

建設課 市道笠懸4244号線舗装新設工事 舗装工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －
当該道路は、道路勾配が6％以上あったことから、すべり抵抗性に優れた密粒度ギャップAs(13)
にアスファルト混合物を変更することで、住民の通行の安全を図りたい。

有限会社　大下建設工業　取締役 大下　
達也

みどり市笠懸町鹿4223-5 3,531,000 97.19% 3,432,000 3,696,000 令和3年10月5日 令和3年11月29日 令和3年10月6日 令和4年1月31日 －

59
指名
競争

建設課 市道笠懸1339号線外　道路改良工事 土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

本工事は、令和4年度開校予定の新設校の通学路整備に伴い歩道及びグリーンベルトの設置
を行うものである。歩道及びグリーンベルト設置を行うにあたり土地利用者と乗り入れ開口部の
箇所数等の調整に時間を要したため、現場終了後の完成書類作成期間を含め、20日間の工期
延期を行いたい。

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

13,970,000 78.66% 10,989,000 － 令和3年12月2日 令和4年3月1日 令和3年12月3日 令和4年3月11日 令和4年3月31日

60
指名
競争

建設課 見晴橋橋梁補修工事 土木一式工事 みどり市大間々町大間々地内 －

【第1回】
群馬県渡良瀬発電事務所発注分の工事における支承取替工において材料の製造に時間を要
し、支承取替後に行う必要がある塗替え塗装工等が計画どおり行えないため完了期日を延期し
たい。なお、本事業は12月補正において令和4年度に繰越を行っております。

【第2回】
わたらせ渓谷鐵道との協議により列車見張員及び夜間作業時の線閉責任者の配置が必要と
なったことによる増額を行いたい。また、施工完了後の単管・枠組足場撤去工について夜間対
応として追加したことによる増額を行いたい。

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番地2

12,947,000 98.55% 12,760,000 15,510,000 令和3年11月30日
令和4年3月23日
令和4年4月28日

令和3年12月1日 令和4年3月31日 令和4年5月10日

61
指名
競争

建設課
令和3年度小規模農村整備事業(鹿･久宮地区) 　
市道笠懸3072号線農道整備工事(第2工区) 

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿・久宮地内 －
地域住民から当該道路を大型車で通行し乗り入れを行うため、側溝を破損させてしまう恐れが
あるとの相談があった。そのため大型車の重量に耐えうるよう、一部横断側溝に変更したく、増
額変更を行いたい。

須川建設株式会社みどり支店　支店長　
中澤　雅之　

みどり市大間々町大間々
559番地1

11,561,000 89.91% 10,395,000 11,165,000 令和3年12月2日 令和4年3月9日 令和3年12月3日 令和4年3月18日 －

62
指名
競争

建設課 市道大間々3259号線 舗装工事 土木一式工事 みどり市大間々町大間々地内 －
道路土工について、ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3）で計上していたが、地元住民から歩行者が通行できる
よう小型重機で施工してほしいと要望があり、小規模（山積0.28m3)での施工に変更したい。

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番地3

3,476,000 83.86% 2,915,000 3,597,000 令和3年12月1日 令和4年2月14日 令和3年12月2日 令和4年2月28日 －

63
指名
競争

建設課 鹿団地B棟6号室全面改修工事 建築一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 － －
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番地1

15,323,000 93.32% 14,300,000 － 令和3年12月2日 － 令和3年12月3日 令和4年3月18日 －

64
指名
競争

建設課 市道笠懸1071号線道路改良工事 土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

当該道路南側の歩道を計画している箇所について、現況砂利道であることから、降雨の際、雨
水により砂利が洗掘され民地部に土砂が流入することを防ぐため、住民の交通の支障を来さな
いよう仮舗装施工を追加したい。また、そのために作業日数が増えるため、交通誘導警備員の
増加も併せて行いたい。

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
番地1

12,133,000 77.06% 9,350,000 11,649,000 令和4年1月4日 令和4年3月11日 令和4年1月5日 令和4年3月18日 －

65
指名
競争

建設課 市道笠懸1357号線舗装改修工事 舗装工事 みどり市笠懸町鹿地内 －
現地を掘削した結果、上層路盤において瀝青安定処理を行うことにより、舗装の更なる長寿命
化が図られ道路利用者の事故などを防ぐことが出来ると判断したため、設計の変更を行いた
い。

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

10,450,000 75.00% 7,837,500 10,285,000 令和4年1月4日 令和4年3月10日 令和4年1月5日 令和4年3月18日 －

66
指名
競争

建設課 市道1級15号線ほか区画線設置工事 塗装工事 みどり市大間々町浅原地先 － －
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

4,411,000 65.33% 2,882,000 － 令和3年12月28日 － 令和3年12月29日 令和4年2月28日 －

67
指名
競争

建設課 新設小学校通学路信号機移設工事 電気工事 みどり市笠懸町鹿地内 －
伊勢崎市からみどり市方面へ向かう信号機について教育委員会事務局及び群馬県警と協議し
た結果、縦型の信号機を1基設置することで、運転手がより認識し易くなることから追加して移設
したい。

田島電気株式会社　みどり営業所　営
業所長　田島　孝宏

みどり市笠懸町阿左美
2094番地8

4,015,000 80.27% 3,223,000 3,355,000 令和3年12月27日 令和4年3月7日 令和3年12月28日 令和4年3月11日 －

68
指名
競争

都市計画課
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(3-311-6)

土木一式工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －

・マンホール工において、当初設計では1号ﾏﾝﾎｰﾙ（内径90㎝円形)としていたが、水道本管及び
畑地かんがい用施設の埋設状況による制約から設置できないため、0号ﾏﾝﾎｰﾙ（内径75㎝円
形)に変更して対応したい。
・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、間隙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増を対応したい。

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番地1

8,679,000 83.65% 7,260,000 7,733,000 令和3年5月6日 令和3年7月16日 令和3年5月7日 令和3年7月30日 －

69
指名
競争

都市計画課
社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸2091
号線管渠埋設工事(3-311-9)

土木一式工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －

・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、数量増を対応したい。
・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
量増を対応したい。

有限会社　シカダ設備　代表取締役　髙
橋　圭司

みどり市笠懸町鹿3318番
地3

6,710,000 97.21% 6,523,000 7,755,000 令和3年5月10日 令和3年7月12日 令和3年5月11日 令和3年7月16日 －

70
指名
競争

都市計画課 市道笠懸3008号線他管渠埋設工事(3-321-1) 土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －
当該路線は、公安委員会が指定したゾーン30区間（30㎞/h規制）となっており、下水道埋設に伴
う舗装復旧において、区画線工（グリーンベルト）の施工が必要であったことから、追加し対応し
たい。

株式会社　コシオ　代表取締役　大川　
昌美

みどり市大間々町大間々
2279番地2

3,234,000 79.93% 2,585,000 2,695,000 令和3年5月10日 令和3年6月24日 令和3年5月11日 令和3年6月30日 －

71
指名
競争

都市計画課
社会資本整備総合交付金事業 市道2級10号線
他管渠埋設工事(3-311-4)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

･試掘調査の結果、当初の管路線形位置に既設給水管が埋設されていたことから、管路線形位
置の変更に伴い、管路延長の数量減を対応したい。
･取付管及びます工において、当初設計では公共ます設置を計上していたが、現場状況から設
置ができない箇所について、道路境界までの管止め施工としたため、数量減を対応したい。

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

12,925,000 84.25% 10,890,000 10,659,000 令和3年6月3日 令和3年9月21日 令和3年6月4日 令和3年9月30日 －

72
指名
競争

都市計画課
社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸1071
号線管渠埋設工事(3-311-5)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －
・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、運搬距離の変更を対応したい。
・舗装撤去工において、当初の想定より舗装が厚かったため、廃材運搬処理費の増加を対応し
たい。

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

14,806,000 91.38% 13,530,000 14,058,000 令和3年7月1日 令和3年10月25日 令和3年7月2日 令和3年10月29日 －

6
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73
指名
競争

都市計画課
社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸4209
号線管渠埋設工事(3-311-10)

土木一式工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －
･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、運搬距離の変更を対応したい。
･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、廃材運搬処理費の増加を対応
したい。

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番地1

10,956,000 84.03% 9,207,000 9,383,000 令和3年8月4日 令和3年10月19日 令和3年8月5日 令和3年11月12日 －

74
指名
競争

都市計画課
福岡中央集落排水センター 水処理設備改修工
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)

－

本工事で使用するDOコントロールユニットにおいて、製作メーカーより昨今の半導体や樹脂材料
等の需要が世界的に逼迫している影響から、材料納入に遅れが生じ、当初完成期日内での工
事完成が見込めないため、完成期日を令和4年3月11日まで延期したい。
※DOコントロールユニット：曝気攪拌装置の回転数や運転時間を制御する機器

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 5,500,000 87.00% 4,785,000 － 令和3年8月4日 令和3年10月11日 令和3年8月5日 令和3年11月30日 令和4年3月11日

75
指名
競争

都市計画課
社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3005
号線他管渠埋設工事(3-311-1)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

・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、廃材運搬処理費の増加を対応
したい。
・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、数量追加を対応したい。

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

18,425,000 83.28% 15,345,000 15,950,000 令和3年9月1日 令和3年12月13日 令和3年9月2日 令和3年12月17日 －

76
指名
競争

都市計画課
社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸4324
号線他管渠埋設工事(3-311-7)

土木一式工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －

【第1回】
本工事の施工にあたり、協調工事である既設畑地かんがい用施設の移設工事との工程調整に
不測の日数を要したことから、当初契約工期内での工事完成が見込めないため、完成期日を令
和4年1月31日まで延期したい。

【第2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。
・試掘調査の結果、下水道管埋設に支障となる既設ガス管及び水道管を回避するため、小型レ
ジンマンホール1基を追加した。
・本工事に併せ、ガス管及び水道管新設工事が行われることとなり、業者間の工程調整等によ
る同時施工の実施により、交通誘導警備員の配置数を抑えられたため、数量減を対応した。

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
番地2

16,764,000 82.02% 13,750,000 13,123,000 令和3年9月3日
令和3年12月 6日
令和4年 1月25日

令和3年9月4日 令和3年12月17日 令和4年1月31日

77
指名
競争

都市計画課 市道笠懸2255号線他下水道管渠更生工事 しゅんせつ工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －
・地元調整により、一部全面通行止めで施工できたことから、工程の短縮に伴い、交通誘導警備
員の配置数が減少した。

管水工業株式会社　代表取締役　長井　
義久

高崎市小八木町310番地1 7,469,000 94.99% 7,095,000 6,963,000 令和3年9月3日 令和3年11月15日 令和3年9月4日 令和3年11月30日 －

78
指名
競争

都市計画課 農業集落排水 マンホールポンプ他更新工事 機械器具設置工事 みどり市大間々町高津戸地内 －

【第1回】
本工事で使用する汚泥ポンプの材料納入において、昨今のモーター需要の増加による世界的
な材料の品薄の影響により、生産状況に遅れが生じていることから、当初完成期日内での工事
完成が見込めないため、完成期日を令和4年2月28日まで延期したい。

【第2回】
P-212マンホールポンプ更新において、既設鋼製電線管の腐食と埋設管路の合成樹脂製可とう
電線管の変形により、電気ケーブルの通線ができないことから、市道部を掘削して繋ぎ替えを実
施するが、道路管理者との協議及び調整に不測の日数を要し、完成期日内での工事完成が見
込めないため、完成期日を令和4年3月18日まで延期するもの。

【第3回】
・経年劣化に伴う絶縁抵抗の低下によるマンホールポンプの故障が発生したことから、早急な修
繕が必要であるため、P-201№1ポンプ更新の追加を対応するもの。
・P-212マンホールポンプ更新において既設鋼製電線管の腐食と埋設管路の合成樹脂可とう電
線管の変形により、電気ケーブルの通線ができないことから、市道部を掘削しての繋げ替え工
及び舗装工等の追加を対応するもの。

株式会社　第一テクノ群馬支店　支店長　
清水正樹

前橋市元総社町2丁目23
番地14

5,203,000 93.02% 4,840,000 5,764,000 令和3年9月1日
令和3年12月 7日
令和4年 2月18日
令和4年 3月14日

令和3年9月2日 令和3年12月17日
令和4年2月28日
令和4年3月18日

79
指名
競争

都市計画課 公共下水道 マンホールポンプ他更新工事 機械器具設置工事 みどり市笠懸町阿左美他地内 － －
株式会社　第一テクノ群馬支店　支店長　
清水正樹

前橋市元総社町2丁目23
番地14

4,675,000 93.88% 4,389,000 － 令和3年9月1日 － 令和3年9月2日 令和3年12月17日 －

80
指名
競争

都市計画課
福岡中央集落排水センター 汚泥処理設備改修
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 5,863,000 90.05% 5,280,000 － 令和3年10月6日 － 令和3年10月7日 令和3年2月28日 －

81
指名
競争

都市計画課
農業集落排水 マンホールポンプ場通報装置更
新工事

機械器具設置工事 みどり市大間々町浅原他地内 － －
株式会社　第一テクノ群馬支店　支店長　
清水正樹

前橋市元総社町2丁目23
番地14

3,102,000 95.74% 2,970,000 － 令和3年11月4日 － 令和3年11月5日 令和4年2月28日 －

82
指名
競争

危機管理課
令和3年度道路反射鏡新設・改修工事(単価契
約)

とび・土工・コンクリート
工事

みどり市内 － －
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番地1

7,760,940 88.44% 6,864,000 － 令和3年4月1日 － 令和3年4月1日 令和4年3月31日 －

83
指名
競争

東市民生活課 横川浄水場水位計更新工事　 機械器具設置工事 みどり市東町草木地内（横川浄水場） － －
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 3,311,000 90.69% 3,003,000 － 令和3年7月1日 － 令和3年7月2日 令和3年11月30日 －

84
指名
競争

東市民生活課 花輪浄水場流入流量計更新工事 機械器具設置工事 みどり市東町花輪地内(花輪浄水場) － －
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 3,586,000 94.17% 3,377,000 － 令和3年8月4日 － 令和3年8月5日 令和3年11月30日 －

85
指名
競争

教育総務課 笠懸公民館空調設備改修工事 管工事
みどり市笠懸町阿左美1581番地1（笠懸公
民館）

－ －
群馬サンヘルス株式会社　代表取締役　
籾山　俊則

みどり市笠懸町阿左美
1548番地1

7,568,000 90.11% 6,820,000 － 令和3年6月3日 － 令和3年6月4日 令和3年9月30日 －

86
指名
競争

教育総務課 笠懸小学校職員室空調設備機器更新工事 管工事
みどり市笠懸町鹿346番地（みどり市立笠
懸小学校）

－ －
有限会社　諏訪電気商会　取締役　諏
訪　喜久男

みどり市笠懸町阿左美
2467番地7

5,170,000 89.36% 4,620,000 － 令和3年6月4日 － 令和3年6月5日 令和3年9月30日 －

87
指名
競争

教育総務課 笠懸野文化ホール空調設備改修工事 管工事
みどり市笠懸町阿左美1579番地1（笠懸野
文化ホール）

－

【第1回】
契約締結から7月16日までの間、本件工事箇所が新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場
として使用され、工事着手することができなかったため、工事開始から集団接種終了までに要し
た日数を工期に付け加えて履行期日の延期を行うものです。

【第2回】
①既設ダクト等が支障となり、冷媒管を当初設計のとおり配管することができないため、配管距
離を延長する。
②室外機電源配線が不足して再利用できないため、新設する。
③天井裏コンクリート壁が配管の支障となるため、コア抜き作業を追加する。
④既設雨水排水管が室外機搬入出の支障となるため、一時撤去と復旧費用を追加する。

有限会社　諏訪電気商会　取締役　諏
訪　喜久男

みどり市笠懸町阿左美
2467番地7

2,530,000 89.13% 2,255,000 2,387,000 令和3年6月4日
令和3年 9月29日
令和3年10月22日

令和3年6月5日 令和3年9月30日 令和3年11月11日

88
指名
競争

教育総務課 小中学校・幼稚園　遊具等改修工事
とび・土工・コンクリート
工事

みどり市笠懸町346番地ほか8箇所(笠懸小
学校､笠懸東小学校､笠懸北小学校､大
間々北小学校､大間々南小学校､あずま小
学校､笠懸中学校､笠懸中学校､大間々中
学校､笠懸幼稚園)

－ －
有限会社　東洋スポーツ　代表取締役　
山之内　秋子

桐生市相生町2丁目5番地
1号

9,592,000 91.74% 8,800,000 － 令和3年7月2日 － 令和3年7月3日 令和3年10月29日 －

7
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89
指名
競争

教育総務課 大間々南小学校体育館屋根防水工事 防水工事
みどり市大間々町大間々884番地(大間々
南小学校)

－

【第1回】
9/2に学校より体育館で雨漏りしていると連絡を受け現地確認をしたところ、今回の工事範囲以
外の屋上ドレンと内部堅樋の接合部分の金属部分が経年劣化により腐食し穴が開いていること
が確認できました。また、請負者より今回工事範囲の2階天井材を撤去したところ、外壁部分より
漏水しているとの相談を受けました。2件とも今回の工事では設計していなかったため、追加工
事としたい。当初予算が2,893,000円のため、不足分は小学校施設緊急改修工事費より計上しま
す。

【第2回】
10月1日に請負者より、当初契約及び変更契約部分の防水工事が完了したとの連絡お受け、現
地を確認したところ、前回変更した体育館北東側の反対側である北西部分の外壁クラックより雨
漏りしているのを確認しました。なるべく費用のかからないように改修する検討をいたしました
が、建物自体が古く、ある程度の範囲を改修しなくてはまた雨漏りしてしまうため、北西部の広範
囲を防水したい。予算の不足分は、笠懸小学校トイレ改修工事設計業務より流用します。

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

2,893,000 93.15% 2,695,000
3,278,000
3,773,000

令和3年7月30日
令和3年 9月21日
令和3年10月29日

令和3年7月31日 令和3年10月29日 令和3年11月30日

90
指名
競争

教育総務課 学校施設防水改修工事 防水工事
みどり市笠懸町鹿346番地他4箇所(笠懸小
学校、笠懸北小学校､大間々南小学校､大
間々東小学校、笠懸南中学校）

－

①大間々東小学校西校舎階段室足場設置確認により、汚れ等により地上からの目視では確認
できないひび割れ幅が細い亀裂が多くあることが判明したため、雨水進入により外壁を損傷させ
る恐れがあることから建物保全の観点により追加で補修を行いたい。
②目視できる大きなひび割れは実測したところ設計値よりも減少することも判明したため変更し
たい。
③西校舎階段室屋上出入口前の防水シートに破れや浮き等があることが確認できたため、屋
上防水部分の追加修繕を行いたい。

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番地1

7,502,000 87.97% 6,600,000 7,975,000 令和3年8月4日 令和3年11月15日 令和3年8月5日 令和3年11月30日 －

91
指名
競争

教育総務課
笠懸中学校自動火災報知設備受信機等更新工
事

消防施設工事 みどり市笠懸町鹿362番地(笠懸中学校) －
損傷等の異常がなかった熱感知器及び警報ケーブルを減じ、新たに損傷が確認された煙感知
器1台及び導入する受信機と互換性がないことがわかったP型1級発信器2台を追加するもの。

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

6,160,000 96.07% 5,918,000 5,940,000 令和3年7月29日 令和3年9月15日 令和3年7月30日 令和3年9月30日 －

92
指名
競争

教育総務課 岩宿博物館空調設備改修工事（第1期） 管工事 みどり市笠懸町阿左美1790番地1 － －
株式会社　ヒカリＳ.Ｅ みどり支店　みど
り支店長　野中　義徳

みどり市笠懸町阿左美452
番地1-205

18,821,000 95.96% 18,062,000 － 令和3年9月3日 － 令和3年9月4日 令和4年2月28日 －

93
指名
競争

教育総務課 大間々東中学校音楽室エアコン更新工事 管工事
みどり市大間々町大間々1829番地1(大
間々東中学校)

－

4階の音楽室にエアコン室内機室外機を搬入・搬出するにあたり、重量のあるエアコンを人力で
運ぶのは安全上問題があるとの施工者の指摘から揚重用クレーンを追加したい。併せて室内機
とリモコン間の配線を保護するためのカバーと、室外機の足下に敷く架台を追加するもの。保護
カバーは今後感電の恐れがあるため必要であるとの施工業者からの指摘で追加したい。架台
は現状使用している架台を再利用しようと思ったが、再利用不可であるため追加したい。当初予
算が2,728,000円で残額が418,000円ありますので、当初予算より計上します。

有限会社　諏訪電気商会　取締役　諏
訪　喜久男

みどり市笠懸町阿左美
2467番地7

2,728,000 84.67% 2,310,000 2,453,000 令和3年9月3日 令和3年11月16日 令和3年9月4日 令和3年11月30日 －

94
指名
競争

教育総務課
岩宿博物館ハロゲン化物消火設備消化剤貯蔵
容器更新工事

消防施設工事
みどり市笠懸町阿左美1790番地1(岩宿博
物館)

－ －
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

2,629,000 94.97% 2,497,000 － 令和3年9月3日 － 令和3年9月4日 令和4年1月31日 －

95
指名
競争

教育総務課 東町区域義務教育学校校舎改修工事 建築一式工事
みどり市東町神戸10番地
(あずま小学校)

－ －
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番地
2

10,670,000 96.90% 10,340,000 － 令和3年11月4日 － 令和3年11月5日 令和4年1月14日 －

96
指名
競争

富弘美術館 富弘美術館空調施設加湿器更新工事 管工事 みどり市東町草木86番地(富弘美術館) －

【第1回】
・富弘美術館の空調設備加湿器を更新するため、現地確認を行ったところ、現在の管では、メン
テナンス時の蒸気ホース部分の立ち上げに必要な高さ300㎜以上を確保できないため、蒸気
ホースの補強材の取付けが必要となったこと、また、加湿器の処分費及び処分場までの運搬費
が生じたため変更したい。
・加湿器が外国製であるため、海外から取り寄せているが、コロナ渦の物流の遅延により、加湿
器の入庫が遅れたため、工期を延期したい。

【第2回】
富弘美術館空調施設加湿器更新工事に係る部品を海外から取り寄せているが、コロナ渦の物
流の遅延により入庫が遅れたため、工期をを延期したい。

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

5,940,000 85.92% 5,104,000 5,280,000 令和3年11月1日
令和4年 2月27日
令和4年 3月22日

令和3年11月2日 令和4年2月28日
令和4年 3月22日
令和4年 3月31日

97
随意
契約

大間々市民
生活課

大間々庁舎公共下水道接続工事 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167条
の2第1項第8号

－
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

3,190,000 98.27% 3,135,000 3,300,000 令和4年1月17日 令和4年3月15日 令和4年1月18日 令和4年3月22日 令和4年3月25日

98
随意
契約

社会福祉課
かたくりの湯源泉施設設置機器REDAポンプ制
御盤部品交換工事

さく井工事 みどり市笠懸町鹿2471番地1
地方自治法施行令167条
の2第1項第6号

－
株式会社　クリステンセン・マイカイ　代
表取締役　田中　洋

東京都品川区五反田7番
地24-4　Ｋ.U.ビル3F

2,649,900 100.00% 2,649,900 － 令和3年11月15日 令和4年3月20日 令和3年11月16日 令和4年3月20日 令和4年5月31日

99
随意
契約

建設課 見晴橋橋梁補修　足場設置工事 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167条
の2第1項第8号

群馬県渡良瀬発電事務所発注分の工事における支承取替工にて足場を利用しますが、支承が
特注品であり製造に時間を要しており、足場についても施工完了まで引き続き利用することか
ら、足場仮設期間の延長が必要であるため。

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番地2

4,103,000 98.65% 4,048,000 4,917,000 令和3年9月1日 令和3年12月24日 令和3年9月2日 令和3年12月24日 令和4年2月28日

100
随意
契約

教育総務課
みどり市立笠懸西小学校(仮称)新築建築付帯工
事

建築一式工事 みどり市笠懸町鹿地内
地方自治法施行令167条
の2第1項第6号

【増額】
・多目的スペース流し台下目隠しパネル設置
・多目的スペース柱R壁の施工方法変更
【減額】
・ドアの仕様変更に伴う黒板設置取りやめ
・ギャラリー壁の仕様変更

関東・阿左美・桂みどり市立笠懸西小学
校（仮称）新築建築工事特定建設工事
共同企業体 　代表者　関東建設工業株
式会社　代表取締役　髙橋　明

太田市飯田町1547　ＯＴＡ
スクエアビル７Ｆ（代表者住
所）

240,559,000 99.68% 239,800,000 240,042,000 令和3年5月19日 令和4年2月18日 令和4年6月22日 令和4年2月28日 －

101
随意
契約

教育総務課
みどり市立笠懸西小学校(仮称)新築グラウンド
整備工事(2期)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内
地方自治法施行令167条
の2第1項第6号

【減額】
・盛土を山砕から流用土へ変更
・非常用汚水槽工について、掘削を山留から開削へ変更及び残土を場内処理へ変更
【増額】
・残土処分費の計上
・法面整形工について、施工面積の増加
・プレキャスト擁壁について、加工製作品及び現場打ちへ変更
・雨水排水整備工について、掘削、埋戻し、残土場内運搬の土工事計上
・かまどサークル基礎工の追加

関東建設工業株式会社　代表取締役　
髙橋　明

太田市飯田町1547　ＯＴＡ
スクエアビル７Ｆ

41,261,000 93.68% 38,654,000 54,208,000 令和4年2月1日 令和4年3月18日 令和4年2月2日 令和4年3月24日 －

102
随意
契約

教育総務課
みどり市立笠懸西小学校(仮称)新築みどり市イ
ントラネット光ファイバーケーブル増設工事

電気通信工事
みどり市笠懸町鹿3060番地1（みどり市立
笠懸西小学校（仮称））

地方自治法施行令167条
の2第1項第2号

－
東日本電信電話株式会社　群馬支店　
支店長　橋本　寿太郎

高崎市高松町3番地 4,290,000 98.71% 4,235,000 － 令和3年8月31日 － 令和3年9月1日 令和4年3月15日 －

103
随意
契約

教育総務課
みどり市立笠懸西小学校新築電話回線及び構
内電子交換設備等設置工事

電気通信工事
みどり市笠懸町鹿3060番地1（みどり市立
笠懸西小学校）

地方自治法施行令167条
の2第1項第2号

・市で保有している休止電話番号（5回線）の再利用による施設設置負担金の減額。
・半導体不足により、当初設計で見込んでいた10ポートのスイッチ（2個）が準備できず、18ポート
のスイッチ（1個）に変更したことによる減額。

東日本電信電話株式会社　群馬支店　
支店長　橋本　寿太郎

高崎市高松町3番地 3,410,000 91.34% 3,115,013 2,917,013 令和3年12月24日 令和4年3月17日 令和3年12月25日 令和4年3月21日 －
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