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1
一般
競争

教育総務課 笠懸東小学校給水管改修工事 管工事
みどり市笠懸町阿左美1010番地
（笠懸東小学校）

－

【第1回】
現地確認によりパイプスペース内に逆止弁を据え付けるスペース
が確保できないことが分かったため、当該逆止弁の部材を減じ、
ボイラー用の配管が1階屋上の減圧水槽を経由していたため、こ
れに係る配管材料を増加した。

星野管工株式会社みどり営業
所　所長　前川俊哉

みどり市笠懸町鹿114番地
43

26,571,600 98.94% 26,290,000 － 令和2年5月12日 令和2年7月28日 令和2年5月13日 令和2年8月26日 －

2
一般
競争

教育総務課
指定避難所（あずま小学校体育
館）空調設備設置工事

管工事
みどり市東町神戸10番地（あず
ま小学校）

－

【第1回】
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条
の3によりバルクタンクの設置について消防署への届出書が必要
となるが、設置完了に伴う消防署の検査が工期に間に合わないた
め、工期を延長したＬＰガスを利用した。空調機を使用するため
には、バルクタンクに充てんされている高圧力のガスを空調機で
使用するために低圧力へ変換させる圧力調整器を取り付ける必要
があるため、ガス調整器設置工を追加した

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 42,460,000 98.96% 42,020,000 42,361,000 令和2年5月12日 令和2年8月17日 令和2年5月13日 令和2年8月26日 令和2年9月4日

3
一般
競争

教育総務課
指定避難所（大間々東中学校体
育館）空調設備設置工事

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）

－ －
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

75,460,000 98.98% 74,690,000 － 令和2年5月12日 － 令和2年5月13日 令和2年8月26日 －

4
一般
競争

教育総務課
笠懸南中学校トイレ改修工事
（第2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）

－

【第1回】
既設利用で計画する小便器が、排水管の腐食により使用に耐えら
れない状況であったため、小便器を1基加えた。硬質塩ビライニ
ング鋼管に更新を計画していた給水管の一部で、既設で状態のよ
いステンレス管が使用されていたため、既設利用として管材を減
じた。部室棟の電気設備の工事の際に漏電が発生し、復旧のたけ
調査及び所要の電気工事を追加した。

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

37,048,000 91.06% 33,737,000 － 令和2年6月11日 令和2年9月7日 令和2年6月12日 令和2年9月30日 －

5
一般
競争

教育総務課
小中学校防火シャッター改修工
事

建築一式工事

笠懸小学校、笠懸東小学校、笠
懸北小学校、大間々北小学校、
大間々東小学校、笠懸中学校、
笠懸南中学校、大間々中学校、
大間々東中学校、東中学校

－ －
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

43,596,300 91.99% 40,106,000 － 令和2年6月8日 － 令和2年6月9日 令和2年9月30日 －

6
一般
競争

財政課
大間々庁舎駐車場改修工事(第2
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】
（1）地下に埋設されていた既存コンクリート構造物が当初の想
定以上の量であり、取壊及び処分の数量が増加したため（当初の
想定数量69.73ｍ3→変更後数量109ｍ3）
（2）駐車場東側に設置したＵ型側溝について、利用者の安全確
保の観点からグレーチングの設置のため

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

32,989,000 88.30% 29,128,000 31,009,000 令和2年8月12日 令和3年1月20日 令和2年8月13日 令和3年1月31日 －

7
一般
競争

建設課 東瀬橋・阿久澤橋橋梁補修工事 土木一式工事 みどり市東町小夜戸外地内 －
【第1回】
東瀬橋における伸縮装置の補修において支持金具設置工の施工延
長が減少したこと及び、交通誘導警備員の減少に伴う設計変更。

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 22,539,000 96.63% 21,780,000 19,690,000 令和2年8月12日 令和3年1月25日 令和2年8月13日 令和3年1月29日 －

8
一般
競争

都市計画課
社会資本整備総合交付金事業 市
道2級9号線他管渠埋設工事第1工
区(2-311-4)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
本工事の施工にあたり、既設畑地かんがい用施設が支障となり、
管理者である大間々用水土地改良区との移設位置等の調整に不測
の日数を要したことから、完成期日内での完成が見込めないた
め、完成期日を令和3年1月29日まで延期した。
【第2回】
・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。
・舗装撤去工おいて、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。
・一部区間において、舗装構成が表層・基層の2層構成となって
いたため、舗装復旧工の増額を対応した。
・試掘調査の結果、既設畑かん(大間々用水石綿管φ75)が想定位
置よりも本工事の掘削部に近接して埋設されており、土留め設置
等に支障となることから、布設替工を追加して対応した。

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

20,163,000 87.67% 17,677,000 21,021,000 令和2年8月12日
令和2年11月9日
令和3年1月27日

令和2年8月13日 令和2年11月20日 令和3年1月29日

9
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3001号線他管渠埋設工事
(2-311-3)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
本工事の施工にあたり、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、完成期日を令和3年2月26日まで延期
した。
【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、追加して対応した。
・当初、詳細設計に基づき管渠延長を計上したが、公共ます及び
マンホールの設置位置を確認した結果、下水道整備路線の最上流
部であることから、必要最低限の管渠延長と舗装復旧面積とする
ため、一部施工延長の削減を対応した。

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

31,262,000 88.11% 27,544,000 27,445,000 令和2年8月12日
令和2年12月7日
令和3年2月16日

令和2年8月13日 令和2年12月18日 令和3年2月26日

10
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3109号線他管渠埋設工
事(2-111-1)

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、完成期日を令和3年1月29日まで延
期した。
【第2回】
・発生土処理において、近隣に処分地がないことから、運搬距離
の変更を対応した。
・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。
・下水道埋設に支障となることから、雨水管(ヒューム管φ300)
の一時撤去・再設置を追加して対応した。

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

31,438,000 88.10% 27,698,000 28,985,000 令和2年8月12日
令和2年12月7日
令和3年1月21日

令和2年8月13日 令和2年12月18日 令和3年1月29日

令和2年度契約状況(予定価格が250万円以上の工事)
※該当がない欄は「－」を表示
※入札の種類別に掲載
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11
一般
競争

建設課
市道大間々4036号線道路改良工
事

土木一式工事 みどり市大間々町大間々地内 －

【第1回】
国道122号線歩道部下にある水路蓋の交換及び車道部・歩道部の
MH調整の追加施工が必要になり、当初工期内での完成が見込めな
いことから工期延期を行った。
【第2回】
当該道路は通学指定路線であり、また、地域住民の生活道でもあ
るため、歩行者の安全を確保するために交通誘導警備員を増加し
て対応したことによる変更を行う。

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

38,379,000 88.39% 33,924,000 39,072,000 令和2年9月4日
令和3年3月9日
令和3年3月24日

令和2年9月5日 令和3年3月18日 令和3年3月29日

12
一般
競争

教育総務課
みどり市立笠懸西小学校(仮称)
新築造成工事（第1期工事）

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
・貯留浸透施設について、保守管理ができるよう点検孔を設置し
たしたことによる増工。
・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置に伴い、開発行為許可申請に基づく平板載荷
試験及び三軸圧縮試験を追加したことによる増工。
・交通誘導員配置による増工。
・盛土土量減少による減工。
・側溝工の減工。
・既設撤去工について、既に地権者により撤去している施設も
あったことによる減工。

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

125,510,000 89.91% 112,849,000 86,647,000 令和2年9月8日 令和2年12月24日 令和2年9月9日 令和2年12月28日 －

13
一般
競争

建設課
市道笠懸1078・1298号線歩道設
置工事(第3工区)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
L型擁壁の支持地盤調査試験を行った結果、地盤条件が悪く再度
工法の確認計算に不測の日数を要してしまい、期日内の完成が困
難であるため完成期日の延期を行った。
【第2回】当該工事は、令和4年度開校の新設小学校通学路に予定
されている市道の歩道設置工事です。工事は、一定区間毎に区
切って段階的に延伸するものですが、最終区間において基礎掘削
を行ったところ、想定の地盤耐力が確保できないことが判明した
ため、コンクリート製の沈下防止製品を追加して敷設する必要が
生じました。当該材料の追加手配は、通常であれば数週間程度で
確保可能であるが、年度末の繁忙期においては、製造・納品に
2ヶ月程度の不測の日数を要することから、請負者側からの申し
出に基づき、予算の繰越を行って、完成期日を令和3年5月31日ま
で延期することにより、工事の確実な完成を図るものです。
【第3回】本工事は、市道に隣接する農地側へ道路を拡幅して歩
道を新設する工事である。工事の仕上げ段階で実施する予定で
あった農地保全のための板柵設置にあたり、隣接する地権者から
農作業に支障のない時期での施工を要請されたことから工事請負
業者の申し出により、施工時期の調整に要した時期に相当する18
日間の工期延期を行って、完成期日を令和3年6月18日として工事
の完成をはかりたい。
【第4回】隣接する地権者から農地保全のために水路に板柵を設
置してほしいとの要望があり追加したこと及び、廃材処分量
（As、Cｏ等）が増加したこと、また、施工箇所が広域であるた
め交通誘導員を増加し対応したこと等による変更。

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

122,353,000 89.34% 109,307,000 118,844,000 令和2年10月12日

令和3年3月19日
令和3年3月31日
令和3年5月26日
令和3年6月14日

令和2年10月13日 令和3年3月26日
令和3年3月31日
令和3年5月31日
令和3年6月18日

14
一般
競争

建設課
令和2年度小規模農村整備事業
(神梅地区)市道大間々5256号線
農道整備工事(第2工区)

土木一式工事 みどり市大間々町上神梅地内 －

【第1回】
工期延期のみ
【第2回】
舗装平積が増えることにより、事業全体が完了し当該道路におけ
る円滑な交通が図られるため、設計内容の変更を行いたい。

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

29,997,000 88.23% 26,466,000 26,730,000 令和2年10月8日
令和3年3月15日
令和3年3月23日

令和2年10月9日 令和3年3月19日 令和3年3月29日

15
一般
競争

建設課
市道1級24号線側溝改修工事(第2
工区)

土木一式工事 みどり市東町小夜戸地内 －

【第1回】
側溝を布設する際、簡易水道管が支障となってしまうため、その
調整及び設計、施工に不測の時間を要したため工期の延期を行っ
た。
【第2回】側溝を布設するにあたり試掘調査を行ったところ、簡
易水道管が設置予定箇所に埋設されていることが判明した。その
ため、簡易水道管の布設替工を追加施工する必要があり、その調
査から施工までに不測の日数を要してしまったため、当初予定し
ていた排水構造物工の施工が大幅に減少したことによる変更を行
う。また、未施工箇所については、来年度実施予定。

株式会社金子建設　代表取締
役　金子和則

みどり市東町神戸577-2 22,275,000 96.79% 21,560,000 17,930,000 令和2年10月13日
令和3年3月2日
令和3年3月18日

令和2年10月14日 令和3年3月17日 令和3年3月26日

16
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号線管渠埋設工事(2-
311-6)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
・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。
・工区内の交差点部に交通誘導警備員の配置を予定していたが、
地元調整及び迂回路看板等による安全施設設置での対応により、
配置数が減少した。
・旧水道管が埋設されており、掘削等に支障となることから撤去
運搬を追加して対応した。

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 25,993,000 87.94% 22,858,000 22,693,000 令和2年10月13日 令和3年2月16日 令和2年10月14日 令和3年2月26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
道笠懸3008号線他管渠埋設工事
(2-311-2)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
・本工事沿線の私道の地権者より、みどり市私道公共下水道設置
基準要綱に基づき、設置申請書が提出され、設置基準を満たして
いることから、私道への下水道本管設置を追加して対応した。
・上記の施工に伴い、既設畑かん(大間々用水石綿管φ200)の一
部が支障となることから、切回し工を追加して対応した。

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

25,542,000 87.94% 22,462,000 26,301,000 令和2年10月13日 令和3年2月18日 令和2年10月14日 令和3年2月26日 －

18
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 － －

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

太田市飯田町1547ＯＴＡ
スクエアビル7F

2,535,280,000 97.97% 2,483,800,000 －

令和2年10月26日
(仮契約)

令和2年10月29日
(本契約)

－ 議会の議決日 令和4年2月28日 －

19
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 － －

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

桐生市広沢町間ノ島70番
地

270,798,000 99.52% 269,500,000 －

令和2年10月26日
(仮契約)

令和2年10月29日
(本契約)

－ 議会の議決日 令和4年2月28日 －
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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）新築機械設備工事

管工事 みどり市笠懸町鹿地内 － －

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

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

令和2年10月26日
(仮契約)

令和2年10月29日
(本契約)

－ 議会の議決日 令和4年2月28日 －

21
一般
競争

建設課
阿左美駅周辺整備工事(第３工
区)

土木一式工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －

【第1回】鉄道事業者との協議に基づいて、広場利用者の安全確
保のために設置した仮設資材の撤去について、一部が次年度当初
に実施する必要があるため。
【第2回】本契約は、東武鉄道阿左美駅の駅前広場整備に関する
事業であるが、県道桐生伊勢崎線側からの車両誤進入を防止する
ために設置する６０基の擬石製車止め（ボラード）基礎工事にあ
たり、インターロッキングのコマ割りを行って、コンクリート打
設面を隠すことにより仕上がりを美しく見せる施工方法の提案が
請負者からあった。
このため、きめ細やかな基礎工事実施に要した日数に相当する１
９日間の工期延期を行って、完成期日を令和３年6月３０日と
し、地域の玄関口としてふさわしい交通拠点の完成を図るもので
ある。

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

135,905,000 89.42% 121,528,000 － 令和2年11月11日
令和3年3月15日
令和3年6月 7日

令和2年11月12日 令和3年3月26日
令和3年6月11日
令和3年6月30日

22
一般
競争

建設課
市道大間々3501号線道路改良工
事(第3工区)

土木一式工事 みどり市大間々町大間々地内 －
【第1回】二次製品（プレキャスト側溝）の製造・納期に不足の
日数を要してしまい、期日内の完成が困難であるため、工期延期
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

46,673,000 88.73% 41,415,000 33,528,000 令和2年11月9日 令和3年3月15日 令和2年11月10日 令和3年3月19日 令和3年3月30日

23
一般
競争

建設課
市道2級8号線他道路改良工事(第
3工区)

土木一式工事 みどり市笠懸町久宮地内 －

【第1回】
協調工事である、東部水道企業団発注の工事の作業工程に約2ヶ
月の遅れが生じており、本工事の着手時期が年度末の繁忙期とな
ることから、工事工程の平準化を図るため、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】
該当路線は交通量が多く、また大型車が頻繁に通行しており交差
点部を施工する際に、当該路線を使用している運行会社との調整
に不測の日数を要したため、工期内の完成が見込めないことから
延長するもの。

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

46,310,000 88.57% 41,019,000 － 令和2年11月11日
令和3年3月15日
令和3年5月21日

令和2年11月12日 令和3年3月19日
令和3年6月11日
令和3年6月30日

24
一般
競争

建設課
市道2級35号線法面改修工事(エ
リア17･18)

土木一式工事 みどり市東町沢入地内 －

【第1回】
本工事現場の着手にあたり支障木の伐採が必要でしたが、その調
査及び伐採作業に不測の日数を要してしまい、全体行程が遅延
し、当初工期内での完成が見込めないことから完成期日の延期を
行った。
【第2回】支障木の調査・伐採に不測の日数を要してしまい、当
初予定していたポケット式落石防護網工について、工期内に施工
することが困難であるため、本工事で施工せず翌年度事業にて施
工することとなっ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 37,719,000 96.24% 36,300,000 31,152,000 令和2年11月9日
令和3年2月18日
令和3年3月17日

令和2年11月10日 令和3年2月26日 令和3年3月26日

25
一般
競争

建設課 市道2級10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 －

【第1回
東京電力(株)の電柱移設に約4ヶ月の不測の日数を要し、本工事
の着手が年度末の繁忙期となることから、本工事の施工時期を平
準化するため、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】
電柱移設が3月末日まで日数を要し、その影響で工事着手が大幅
に遅れ工程に支障が生じたこと及び施工中に耕作者から道路から
畑への雨水対策をしてほしいと要望があり、耕作者との調整に不
足の日数を要し、工期内での完成が見込めないことから、完成期
日の延期を行うもの。

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

26,840,000 88.16% 23,661,000 － 令和2年11月11日
令和3年 3月15日
令和3年 6月 7日

令和2年11月12日 令和3年3月19日
令和3年 6月11日
令和3年 8月31日

26
一般
競争

建設課
市道東1351・1363号線道路改良
工事(第1工区)

土木一式工事 みどり市東町花輪地内 －

【第1回】
工事実施にあたり、老人福祉施設との工程調整に約2ヶ月の不測
の日数を要してしまい、工事の着手が年度末の繁忙期となること
から、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】
L型擁壁を布設するにあたり、道路幅員が狭く大型クレーン車
（25ｔ吊）での施工に不測の日数を要し工程に遅れが生じたた
め、工期内での完成が見込めないことから完成期日の延期を行う
もの。

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番地

25,113,000 95.05% 23,870,000 － 令和2年11月9日
令和3年 3月15日
令和3年 6月23日

令和2年11月10日 令和3年3月19日
令和3年6月30日
令和3年7月16日

27
一般
競争

建設課 市道1級10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 －

【第1回】
当初は既設アスファルト層と砕石路盤層の粉砕撹拌により強度を
保つ｢路上再生路盤工法｣による計画であったが、施工箇所の試掘
調査を実施したところ、アスファルトが表層と基層の2層構成で
あり，想定よりも厚みと強度の確保が可能であることが判明し
た。このため、より経済的なアスファルト層の｢切削オーバーレ
イ工法｣に変更することにより、施工面積の増工と改修延長の促
進を図りたい。

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

29,502,000 87.84% 25,916,000 26,092,000 令和2年12月11日 令和3年3月1日 令和2年12月12日 令和3年3月12日 －

28
一般
競争

建設課
市道1級19号線舗装改良工事(第3
工区)

舗装工事 みどり市大間々町大間々地内 －
【第1回】
起工測量の結果、幅員が当初設計よりも狭く施工面積が減少した
ことによる減額変更を行った。

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

26,961,000 96.70% 26,070,000 25,905,000 令和2年12月11日 令和3年3月15日 令和2年12月12日 令和3年3月19日 －

29
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 －

【第1回】
翌年度以降計画していた事業（塗装塗替え）を前倒しして実施す
ることにより、事業の早期完成が図れることから、追加施工する
ために完成期日の延期を行う。

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577-2 36,685,000 96.85% 35,530,000 － 令和3年1月8日 令和3年3月15日 令和3年1月9日 令和3年3月26日 令和3年7月31日

30
指名
競争

教育総務課
笠懸北小学校少人数教室エアコ
ン設置工事

管工事
みどり市笠懸町阿左美3730(笠懸
北小学校)

－ －
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

3,025,000 93.82% 2,838,000 － 令和2年5月7日 － 令和2年5月8日 令和2年8月26日 －
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31
指名
競争

建設課 市道1級5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】現地調査したところ当該道路は道路改良時に幹線道路
として下層路盤20cm、上層路盤10cmにて施工された経緯が判明し
た為、当初設計にて計上した上層路盤10cmを不要とした。但し全
体的に舗装面が下がっている為、不陸整正(補足材4cm)を追加し
た。また当該道路は交通量が多い主要道路であることから、表層
に耐久性に優れた改質AsⅡ型を入れた。

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 14,124,000 95.79% 13,530,000 13,904,000 令和2年6月3日 令和2年7月13日 令和2年6月4日 令和2年8月31日 －

32
指名
競争

危機管理課 令和2年度交通安全対策工事 塗装工事 みどり市大間々町・東町地内 －
【第1回】
工事施工数量の増減による変更

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

6,875,000 82.88% 5,698,000 6,160,000 令和2年5月29日 令和2年9月16日 令和2年5月30日 令和2年9月30日 －

33
指名
競争

教育総務課 大間々中学校剣道場床貼替工事 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）

－

【第1回】
工事期間中における剣道部の代替練習場所を確保することができ
ず、現地での工事着手が7月27日まで遅れたことにより、現工期
内では完成に至らないことから、履行期日を延長した。
【第2回】
①床板を撤去したところ根太の接合に不具合が見つかったため、
補強工事一式を追加した。
②外周部の緩衝用ゴムの再設置を取りやめ、出入口部分の踏板の
高さ調整を追加した。
③剣道用のコートライン設置工一式を追加した。
④床下から見つかった廃棄物の処分費を追加した。

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

7,425,000 66.37% 4,928,000 5,753,000 令和2年6月3日
令和2年8月31日
令和2年9月18日

令和2年6月4日 令和2年8月31日 令和2年9月30日

34
指名
競争

健康管理課
大間々保健センター2階空調機器
改修工事

管工事
みどり市大間々町大間々1497番
地1（みどり市大間々保健セン
ター）

－ －
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

3,531,000 91.90% 3,245,000 － 令和2年7月13日 － 令和2年7月14日 令和2年9月30日 －

35
指名
競争

建設課 市道2級10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排水管布設替え
工事(みD250)との工程調整に不測の日数を要した為、当初工期内
での完成が見込めないことから、完成期日を延期した。
【第2回】
舗装版を撤去したところ、路盤の状態が良好であったため工法を
路盤の入替えから不陸整正へ変更したこと、及び民地への雨水流
入を防ぐためアスカーブの設置を行った。

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

14,003,000 94.27% 13,200,000 10,164,000 令和2年7月7日
令和2年9月28日
令和2年12月21日

令和2年7月8日 令和2年9月30日 令和2年12月28日

36
指名
競争

建設課 市道笠懸1209号線舗装改修工事 舗装工事 みどり市笠懸町西鹿田地内 －

【第1回】
道路土工(掘削工、土砂等運搬)の追加及び舗装版の破砕を行った
ところ、路盤が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たことによる変更を行いたい。

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

9,933,000 95.79% 9,515,000 10,483,000 令和2年7月7日 令和2年9月18日 令和2年7月8日 令和2年10月30日 －

37
指名
競争

都市計画課
公共下水道阿左美ポンプ場No.1
ポンプ更新工事

機械器具設置工事 みどり市笠懸町阿左美地内 － －
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

7,975,000 93.79% 7,480,000 － 令和2年7月7日 － 令和2年7月8日 令和2年12月11日 －

38
指名
競争

都市計画課
農業集落排水P-33No.2ポンプ他
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 －

【第1回】
P-262マンホールポンプの電気ケーブル等の更新において、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、ケーブルの通線ができず、県道部を掘削して繋ぎ替えを行
うことから、道路管理者との協議及び調整に不測の日数を要した
ため、完成期日を令和3年1月29日まで延期した。
【第2回】
P-262マンホールポンプの電気ケーブル等の更新において、既設
鋼製電線管の腐食と埋設管路可とう電線管の変形により、ケーブ
ルの通線ができず、県道部を掘削してのケーブル繋ぎ替え工及び
舗装工を追加した。

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

6,952,000 93.35% 6,490,000 7,172,000 令和2年7月7日
令和2年12月2日
令和3年1月26日

令和2年7月8日 令和2年12月11日 令和3年1月29日

39
指名
競争

教育総務課
大間々図書館防火シャッター改
修工事

消防施設工事
みどり市大間々町大間々1332番
地3（大間々図書館）

－ －
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

3,300,000 79.33% 2,618,000 － 令和2年7月7日 － 令和2年7月8日 令和2年9月30日 －

40
指名
競争

教育総務課
大間々東小学校体育館トイレ及
び男子更衣室屋上防水改修工事

防水工事
みどり市大間々町大間々456番地
1（大間々東小学校）

－ －
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

5,500,000 66.00% 3,630,000 － 令和2年7月6日 － 令和2年7月7日 令和2年9月30日 －

41
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 －

【第1回】
掘削量及び切土法面整形面積、法面保護工施工面積(2号箇所)の
減による減額、並びに法面保護工施工面積(1号箇所)の増による
増額、規制標識(一時停止)の新設による増額のため。

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 6,347,000 96.19% 6,105,000 6,083,000 令和2年8月4日 令和2年11月24日 令和2年8月5日 令和2年11月25日 －

42
指名
競争

農林課
県単林道改良事業 林道牛沢線路
面改良工事

舗装工事 みどり市東町神戸地内 －

【第1回】
舗装面積の増による増額、並びに盛土工、盛土法面保護工（丸太
柵）、横断工（小口止コンクリート）、アスカーブ設置延長及び
区画線工の減による減額のため。

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 3,927,000 96.92% 3,806,000 3,696,000 令和2年8月7日 令和2年11月17日 令和2年8月8日 令和2年11月18日 －

43
指名
競争

建設課
市道笠懸1296・1297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】
当該道路の舗装改修にあたり、路盤(路床)支持力の調査を行った
ところ、想定より著しく悪い結果となった。穴あきが多発する当
該道路の舗装の耐久性向上のため、路盤の入れ替えよりも安価な
表層アスファルトの材質を変更して施工した。また、工事の起工
後にも工事箇所付近に穴あきが増加し、交通の安全確保に支障を
来しているため、補修面積を追加して施工した。
【第2回】
当初見込んでいた工期より早期にできる見込みが立ったため、交
通誘導警備員の確保日数が減少した。

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

4,257,000 95.61% 4,070,000
7,249,000
7,172,000

令和2年8月6日
令和2年10月21日
令和2年11月6日

令和2年8月7日 令和2年11月30日 －

44
指名
競争

建設課 市道1級1号線区画線設置工事 塗装工事 みどり市笠懸町鹿外地内 －
【第1回】
現地調査の結果、中央線(実線)、横断線及びダイヤマーク等を追
加して行う必要があるため変更した。

株式会社泰和工業　代表取締
役　曲澤和男

みどり市笠懸町鹿3901番
地

7,007,000 74.57% 5,225,000 5,643,000 令和2年8月7日 令和2年10月21日 令和2年8月8日 令和2年10月30日 －

45
指名
競争

建設課 貴船橋橋梁補修工事 土木一式工事 みどり市大間々町上神梅地内 －

【第1回】
既設橋面舗装版撤去について、床版にかかる衝撃・振動を考慮し
路面切削に変更したこと及び、区画線工を追加したこと等による
変更。

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

19,503,000 85.73% 16,720,000 16,973,000 令和2年8月5日 令和3年1月25日 令和2年8月6日 令和3年1月29日 －



№
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の別
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46
指名
競争

建設課 市道1級5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】
舗装平積の増加に伴い地盤改良工が増加になったこと及び、交通
量が多く危険であることから交通誘導警備員を増加し対応したこ
とによる。

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 15,312,000 95.91% 14,685,000 15,081,000 令和2年8月7日 令和2年12月22日 令和2年8月8日 令和2年12月28日 －

47
指名
競争

建設課 No.9調整池拡張工事 土木一式工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －
【第1回】
調整池の拡張によって既設の畑管が支障となると判断し、本工事
で撤去作業を追加するため。

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

12,991,000 96.10% 12,485,000 15,917,000 令和2年8月7日 令和3年1月25日 令和2年8月8日 令和3年1月29日 －

48
指名
競争

建設課
市道大間々7234号線道路改良工
事

土木一式工事 みどり市大間々町小平地内 －

【第1回】
電柱の移設に不測の日数を要したため、工事完成期日の延期を
行った。
【第2回】
新設道が既設道より下がり埋設されている水道管が支障となるた
め水道管切廻し工を追加したこと及び、既設の水路を布設替えす
る際に水替工を追加して行ったことによる設計変更を行った。

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

12,947,000 81.99% 10,615,000
12,991,000
11,143,000

令和2年8月7日
令和2年12月16日
令和3年2月22日

令和2年8月8日 令和2年12月28日 令和3年2月28日

49
指名
競争

建設課 市道笠懸1019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】
隅切部の鍬止擁壁工端部が支障物により変更をせざるを得ず不測
の日数を要してしまい、当初工期内での完成が見込めず、工期延
期を行った。

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

5,434,000 96.76% 5,258,000 5,324,000 令和2年8月7日 令和2年10月19日 令和2年8月8日 令和2年10月31日 令和2年11月13日

50
指名
競争

都市計画課
福岡中央集落排水センター曝気
撹拌装置オーバーホール工事

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 9,526,000 75.64% 7,205,000 － 令和2年8月6日 － 令和2年8月7日 令和3年1月29日 －

51
指名
競争

農林課
県単林道改良事業 林道小中新地
線路肩復旧工事

土木一式工事 みどり市東町小中地内 －

【第1回】
工事箇所(3箇所)の追加に伴う、切土工(床掘)及び盛土工の増、
並びに法面保護工(種子付ネット帳面積)、擁壁工(布団かご新
設)、舗装工(アスカーブ延長)の増による増額のため。
【第2回】工事箇所(3箇所)の追加に伴い、工事材料を追加購入し
たが、納品に不測の時間を要してしまったことから、工期内での
完成を見込めなくなったため。
【第3回】
標識工の皆増のため。

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 3,245,000 96.95% 3,146,000
3,630,000
3,674,000

令和2年9月7日
令和2年10月20日
令和2年11月27日
令和2年12月18日

令和2年9月8日 令和2年11月30日 令和2年12月18日

52
指名
競争

農林課
県単林道改良事業 林道小中西山
線路肩復旧工事

土木一式工事 みどり市東町小中地内 －

【第1回】
本工事の支障木を伐採する際に、立木権利者との協議及び承認に
不測の時間を要してしまったことから、工期内での完成を見込め
なくなあったため。
【第2回】
床掘の際、大型ブレーカを使用して岩盤層を破砕したことによる
増額のため。

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 3,124,000 96.83% 3,025,000 3,113,000 令和2年9月7日
令和2年11月27日
令和2年12月18日

令和2年9月8日 令和2年11月30日 令和2年12月18日

53
指名
競争

農林課
県単林道改良事業 林道柱戸線路
面改良工事

舗装工事 みどり市東町座間地内 －

【第1回】
本工事では、現道を掘削する必要があるが、本工事路線沿いで治
山工事が実施されており、掘削を行う場合は、治山工事の工事車
両が通行不可となる。業者間での協議の結果、治山工事が完了す
るまでは掘削を伴う切土工を35日間休止したことから、工期内で
の完成が見込めなくなったため。
【第2回】
切土工（残土運搬の皆減）の減による減額並びに盛土工の皆増及
び擁壁工（止水コンクリート）、舗装工（舗装面積）、起業者伐
採除去費（支障木伐採の発生）、廃材運搬処理費（廃材中間処分
量及び同運搬量）の増による増額のため。

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 3,520,000 96.88% 3,410,000 3,894,000 令和2年9月7日
令和2年11月27日
令和2年12月28日

令和2年9月8日 令和2年11月30日 令和3年1月4日

54
指名
競争

建設課
市道大間々3330・3331号線舗装
改修工事

舗装工事 みどり市大間々町桐原地内 －
【第1回】
住民要望による路肩部舗装箇所の追加及び、現地調査の結果、水
道弁、集水桝の高さ調整追加による変更を行った。

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

4,829,000 86.56% 4,180,000 4,202,000 令和2年9月3日 令和2年10月21日 令和2年9月4日 令和2年10月30日 －

55
指名
競争

建設課 市道笠懸3126号線舗装工事 舗装工事 みどり市笠懸町久宮地内 －

【第1回】
請負業者と協議を行った結果、工事に際して交通誘導警備員を配
置しなくても施工が可能であると判断した。また、当該道路の勾
配がほとんどなく現状道路では水溜まりが発生していたことから
表層及び路盤全体を浸透性の高い素材に変更した。

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

3,498,000 96.54% 3,377,000 2,332,000 令和2年9月7日 令和2年12月18日 令和2年9月8日 令和2年12月25日 －

56
指名
競争

建設課
市道大間々5020号線道路改良工
事

土木一式工事 みどり市大間々町下神梅地内 －

【第1回】
土砂搬出が2トン車しか使用できず、ブロック積工が急傾斜、並
びに、急カーブのため通常の4倍ほどの時間を費やしたことによ
り、当初工期内での竣工が、見込めないため、工事完成日を延期
した。
【第2回】
地権者から「転落防止のためフェンスをブロック積み擁壁の上に
建ててほしい」という要望があった。そのことから、当初工期内
よりも不測の日数を要してしまうため、工期の延期を行った。
【第3回】
当初はアスファルト舗装で計画していたが、当該道路が急勾配で
あるため道路の長期的維持を考え、協議の上コンクリート舗装に
変更することによる増額、また、落下防止のための転落防止柵を
設置するための増額変更を行いたい。

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

16,951,000 96.37% 16,335,000 17,820,000 令和2年9月4日
令和3年1月21日
令和3年2月19日
令和3年3月11日

令和2年9月5日 令和3年1月29日
令和3年2月26日
令和3年3月19日

57
指名
競争

建設課
市道笠懸3066号線道路改良工事
(第1工区)

土木一式工事 みどり市笠懸町久宮地内 －

【第1回】
道路長寿命化を図るために大型車が通行しても耐えうるため基礎
の施工を追加した。また、それに伴い施工期間が追加されるた
め、交通誘導警備員の追加を行った。

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

16,863,000 75.93% 12,804,000 19,063,000 令和2年9月4日 令和3年3月5日 令和2年9月5日 令和3年3月19日 －
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58
指名
競争

建設課 市道1級6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】
当初、側溝布設箇所を東側に予定していたが、東側に敷設するこ
とによって自動車が側溝の上に乗り上げてしまい、側溝蓋が割れ
てしまうなどの側溝の長期的維持が懸念されてしまうことから、
協議を行った結果、道路の西側に側溝を敷せることになった。そ
れにより、当初予定していなかった用地買収手続を行ったため不
測の日数を要したことから、当初予定していた施工期限内での施
工完成が見込めないため、工期延期を行った。
【第2回】
舗装を行うに当たって、当初路盤の入れ替えを予定していた平積
よりも少ない面積で施工が済むことが判り、不陸整正工及び路盤
の入れ替え工の減少を行った。

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

8,360,000 95.92% 8,019,000 7,986,000 令和2年9月7日
令和3年1月22日
令和3年2月8日

令和2年9月8日 令和3年1月29日 令和3年2月15日

59
指名
競争

建設課
市道大間々3135号線横断側溝新
設工事

土木一式工事 みどり市大間々町大間々地内 －
【第1回】
Co取り壊し運搬処理(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ)の増加及び舗装復旧に係る区画
線再設置の追加による変更。

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

3,025,000 98.18% 2,970,000 3,531,000 令和2年9月7日 令和2年10月23日 令和2年9月8日 令和2年10月30日 －

60
指名
競争

都市計画課
市道笠懸2253号線下水道管渠更
生工事

しゅんせつ工事 みどり市笠懸町阿左美地内 －

【第1回】
・事前調査の結果、当初設計よりも延長が長かったため、更生工
の数量が増加した。
・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、交
通誘導警備員の数量が減少した。

株式会社相川管理　代表取締
役　相川宇三郎

前橋市問屋町二丁目14番
地の9

10,153,000 96.42% 9,790,000 9,768,000 令和2年9月7日 令和2年11月20日 令和2年9月8日 令和2年11月30日 －

61
指名
競争

建設課 市道笠懸3149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 －

【第1回】
道路と民地との境界部における舗装施工の追加及び、給水管の切
り回し施工に伴い、施工に不測の日数を要したことにより交通誘
導警備員の確保日数が増加するため、設計変更を行った。

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

4,873,000 94.81% 4,620,000 6,424,000 令和2年10月7日 令和3年1月26日 令和2年10月8日 令和3年1月29日 －

62
指名
競争

建設課
令和2年度小規模農村整備事業
(鹿地区)市道笠懸3078号線農道
整備工事

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
当初予定していた施工日数より短期間での施工が可能と見込めた
ため、それに伴う交通誘導警備員の確保日数が減少することによ
る変更を行った。

株式会社泰和工業　代表取締
役　曲澤和男

みどり市笠懸町鹿3901番
地

4,466,000 94.83% 4,235,000 4,169,000 令和2年10月7日 令和3年3月10日 令和2年10月8日 令和3年3月19日 －

63
指名
競争

農林課
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】
施工延長の増に伴う、舗装面積及び掘削等の量、区画線延長の
増、並びにアスカーブ及び視線誘導柱の新設による増額のため。

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

18,150,000 95.15% 17,270,000 18,832,000 令和2年10月5日 令和3年2月24日 令和2年10月6日 令和3年3月1日 －

64
指名
競争

東市民生活課
花輪浄水場緊急遮断弁及び濁度
計設置工事

機械器具設置工事
みどり市東町花輪地内（花輪浄
水場）

－

【第1回】
工事施工により、設計(既存台帳)と異なる既設配管を確認したた
め、布設替配管の配置、接続方法、使用材料を変更する必要が
あったため設計変更した。また、コロナウィルスの影響で材料の
工場生産が遅れ、不測の期間を要したことから工期延長した。、

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 16,500,000 93.33% 15,400,000 15,499,000 令和2年10月7日 令和2年12月16日 令和2年10月8日 令和3年1月10日 令和3年1月29日

65
指名
競争

教育総務課
大間々北小学校校舎屋上防水改
修工事

防水工事
みどり市大間々町桐原653番地
(大間々北小学校)

－

【第1回】
請負者から防水工について、設計の数量で施工した場合に屋上壁
部分が含まれておらず、将来的に壁の浮きやクラックから雨水が
内部に侵入する恐れがある旨指摘があったため、設計数量を変更
し、壁部分の塗装、笠木部分防水を施工するこことした。

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

3,080,000 77.14% 2,376,000 3,234,000 令和2年10月5日 令和2年11月16日 令和2年10月6日 令和2年12月25日 －

66
指名
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号線管渠埋設工事
(2-111-2)

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(支障水道施設の撤去・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、完成期日を令和3年2月
12日まで延期した。
【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。
・支障水道施設の撤去再設置、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作業日数が延びたため、交通誘
導警備員の配置数を増加した。

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

10,549,000 97.71% 10,307,000 11,407,000 令和2年11月6日
令和3年1月20日
令和3年2月9日

令和2年11月7日 令和3年1月29日 令和3年2月12日

67
指名
競争

都市計画課
市道笠懸4018号線他管渠埋設工
事(2-311-11)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
・試掘調査の結果、下水道管布設位置に既設水道管が埋設されて
おり、水道管との離隔を確保するための下水道管布設高さ変更に
伴い、取付管部の内副管を追加して対応した。
・舗装版切断時に発生する排水等廃棄物の処理について、処分費
を追加して対応した。

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

4,246,000 95.85% 4,070,000 4,158,000 令和2年11月9日 令和3年1月25日 令和2年11月10日 令和3年1月29日 －

68
指名
競争

東市民生活課 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　籾山俊則

みどり市笠懸町阿左美
1548-1

3,135,000 94.74% 2,970,000 － 令和2年11月9日 － 令和2年11月10日 令和3年1月31日 －

69
指名
競争

建設課
市営神梅第3団地Ｅ棟外壁補修塗
装工事

塗装工事 みどり市大間々町上神梅244-1 －

【第1回】
本工事に係る現地調査を行った結果、当初設計書(下地処理工事)
に計上した欠損部・爆裂部・モルタル浮き・クラック補修につい
て、数量が減少したことにより減額変更となった。

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
1496-12

19,503,000 79.64% 15,532,000 13,699,000 令和2年12月3日 令和3年3月8日 令和2年12月4日 令和3年3月22日 －

70
指名
競争

建設課
令和2年度小規模農村整備事業
(西鹿田地区)市道笠懸1128号線
農道整備工事

土木一式工事 みどり市笠懸町西鹿田地内 －

【第1回】
当該道路は縦断方向に勾配があり、降雨の際に道路を伝って民地
部に流れ込むことが現地踏査の結果わかった。道路に溜まる表面
排水をのみきるため、雨水排水設備の整備を行いたいことから設
計変更した。

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

19,976,000 89.48% 17,875,000 20,625,000 令和2年12月7日 令和3年3月17日 令和2年12月8日 令和3年3月19日 －

71
指名
競争

建設課
市道2級34号線道路改良工事(第4
工区)

土木一式工事 みどり市東町神戸地内 －

【第1回】側溝布設にあたって土砂掘削を行ったところ、隣接す
る民地側の土質が想定以上に脆弱であり、工事の影響が建物基礎
へ及ぶ恐れが認められた。このため、構造物の保全に必要な土留
壁を増工することにより、本工事の完成を図る。

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 8,019,000 96.02% 7,700,000 9,867,000 令和2年12月7日 令和3年3月17日 令和2年12月8日 令和3年3月26日 －



№
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の別

発注担当課 工事名 工事等の種別 工事場所・業務場所等
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72
指名
競争

危機管理課 防火水槽撤去工事(大間々№141) 土木一式工事 みどり市大間々町大間々地内 －

【第1回】
新型コロナウイルス感染拡大の影響により交通誘導員の人員確保
が困難なため。
【第2回】
工事施工数量の増減による変更。

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
2279-2

2,728,000 100.00% 2,728,000 2,046,000 令和2年12月7日
令和3年1月15日
令和3年2月19日

令和2年12月8日 令和3年1月28日 令和3年2月26日

73
指名
競争

東市民生活課
消火栓設置替及び給水管切替工
事

水道施設工事
みどり市東町沢入地内（沢入駅
前）

－

【第1回】
本工事の施工で発生した状況変化(旧水道管等不明埋設管の確認
及び対応、既設配水管の埋設箇所確認)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、契約工期内での工事完成が
見込めないため。

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 4,972,000 96.24% 4,785,000 5,544,000 令和2年12月7日 令和3年2月24日 令和2年12月8日 令和3年2月28日 令和3年3月17日

74
指名
競争

観光課
ながめ余興場舞台吊物設備ウイ
ンチ・舞台幕交換工事

建築一式工事 みどり市大間々町大間々地内 － －
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

11,495,000 67.94% 7,810,000 － 令和3年1月7日 － 令和3年1月8日 令和3年3月22日 －

75
指名
競争

建設課
令和2年度小規模農村整備事業
(鹿･久宮地区)市道笠懸3072号線
他農道整備工事(第1工区)

土木一式工事 みどり市笠懸町鹿･久宮地内 －

【第1回】
本工事は、農村地域の生活基盤整備のため、令和2年度から令和4
年度の3カ年で実施する農道整備事業である。工事の実施に当た
り隣接する大規模農地の営農作業継続のため、道路排水構造物の
敷設延長を農地区画に合わせて延伸し農地からの出入りや用水の
取り込み口を確保する必要が生じた。
このため、工事延長を約70m増工し当該区画の工事完成を図ると
共に、工期を10日間延長し、令和3年3月29日までの工期とした
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

16,445,000 88.96% 14,630,000 16,522,000 令和3年1月8日 令和3年3月16日 令和3年1月9日 令和3年3月19日 令和3年3月29日

76
指名
競争

建設課
桐原上ノ台公園ソーラーLED外灯
設置工事

電気工事 みどり市大間々町桐原地内 － －
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

3,476,000 94.94% 3,300,000 － 令和3年1月6日 － 令和3年1月7日 令和3年3月31日 －

77
指名
競争

建設課 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

5,841,000 59.89% 3,498,000 － 令和3年1月7日 － 令和3年1月8日 令和3年2月26日 －

78
指名
競争

建設課 市道笠懸3006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】
請負業者と現地確認したところ、区画線工において、横断歩道が
先にあることを示す文字・記号(ダイヤマーク)の復旧が必要であ
ることが判明したため、追加した。

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
2279-2

5,379,000 86.91% 4,675,000 4,719,000 令和3年2月5日 令和3年3月15日 令和3年2月6日 令和3年3月26日 －

79
指名
競争

建設課 市道笠懸3084号線舗装工事 舗装工事 みどり市笠懸町鹿地内 －

【第1回】
区画線の施工箇所の延長及び現地就労支援施設車両の出入りの関
係により、施工を全面から片面施工にしたことによる交通誘導警
備員の増員による変更を行いたい。

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
2279-2

3,531,000 85.67% 3,025,000 3,113,000 令和3年2月5日 令和3年3月15日 令和3年2月6日 令和3年3月26日 －

80
指名
競争

教育総務課
大間々南小学校屋内消火栓ポン
プ更新工事

消防施設工事
みどり市大間々町大間々884番地
（大間々南小学校）

－ －
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

2,970,000 92.59% 2,750,000 － 令和3年2月5日 － 令和3年2月6日 令和3年3月26日 －

81
指名
競争

教育総務課
笠懸北小学校防球ネット新設工
事

とび・土工・コン
クリート工事

みどり市笠懸町阿左美3730番地
（笠懸北小学校）

－
【第1回】
ﾎﾟｰﾙ建柱時の掘削方法をオーガー掘削から重機（バックホウ）掘
削に変更し、差額を増額する。

株式会社スポーツプロテクト
代表取締役　赤尾俊征

高崎市倉賀野町186番地3 2,530,000 78.26% 1,980,000 2,057,000 令和3年2月5日 令和3年3月2日 令和3年2月6日 令和3年3月19日 －

82
随意
契約

教育総務課
笠懸南中学校公共下水道接続工
事

管工事
みどり市笠懸町阿左美829番地
（笠懸南中学校）

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第8号

【第1回】
①管路延長を実測値に基づき減じた。②既設インバート桝を撤去
し、下流経路において排水を合流させるように改めた。③ガス管
の切り回しを取りやめ、下越しにした。④高圧線埋設箇所付近の
試掘作業を追加した。⑤高圧線埋設箇所付近の舗装が損傷したた
め、復旧面積を広げた。⑥下流経路に小口径桝を6基追加した。
⑦施工箇所横断用の鉄板を追加した。⑧土出した玉石処分費を追
加した。

星野管工株式会社みどり営業
所　所長　前川俊哉

みどり市笠懸町鹿114-43 10,626,000 92.96% 9,878,000 － 令和2年7月10日 令和2年9月4日 令和2年7月11日 令和2年9月30日 －

83
随意
契約

教育総務課
みどり市小中学校情報通信ネッ
トワーク整備工事

電気通信工事
市内小中学校12校（小学校7校、
中学校5校）

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第8号

【第1回】
東中学校の全校生徒数が非常に少なく、既存の無線ネットワーク
環境下で生徒全員が同時接続した場合でも動画等の視聴が可能で
あり、また、義務教育学校の設立により東中学校の校舎は令和3
年度をもって使用しなくなり、整備後短期間でネットワークの利
用が無くなることから、東中学校分のネットワーク整備を減少し
た。
【第2回】受注後に現地調査を行い、各学校のフロアスイッチ等
の設置場所を確定させた結果、ＬＡＮケーブル敷設延長が当初見
込んだ長さよりも短くなったことによる変更。

株式会社富士通エフサス　代
表取締役社長　小林俊範

神奈川県川崎市中原区中
丸子13-2

101,343,000 95.86% 97,143,310
94,314,000
90,717,000

令和2年12月7日
令和3年1月 8日
令和3年2月12日

令和2年12月8日 令和3年3月19日 －

84
随意
契約

教育総務課
大間々東中学校体育館照明器具
更新工事

電気工事
みどり市大間々町大間々1829番
地1（大間々東中学校）

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第5号

－ 舩木電気商会　舩木照久
みどり市大間々町大間々
桐原273-1

4,466,000 93.60% 4,180,000 － 令和3年1月22日 － 令和3年1月23日 令和3年3月5日 －

85
随意
契約

都市計画課
社会資本整備総合交付金事業
県道桐生伊勢崎線歩道管渠埋設
工事(2-311-9)

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】
当初設計において、公共ます設置を予定していた箇所の、現況確
認および現地調査を行った結果、ますの設置が困難な箇所があっ
たため、ます設置数を減らして対応した。

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

5,181,000 95.54% 4,950,000 4,829,000 令和2年4月23日 令和2年8月24日 令和2年4月24日 令和2年9月11日 －

86
随意
契約

社会教育課 市民体育館Wi-Fi設置工事 電気通信工事
みどり市笠懸町阿左美1714番地2
（みどり市民体育館）

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号

－
東日本電信電話株式会社埼玉
事業部群馬支店　支店長　徳
永健太郎

高崎市高松町3 2,746,040 100.00% 2,746,040 － 令和3年1月26日 － 令和3年1月27日 令和3年3月19日 －


