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■桐生・みどり地区の発注見通し

桐生・みどり地区:桐生市,みどり市

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，群馬県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

関東信越国税局 － 一般競争入札 電気設備工事 高崎地方合同庁舎外１施設照明設備改修工事
群馬県高崎市東町134番地の12群馬県桐生

市末広町13番地５
照明設備改修 約６か月 第１四半期

関東信越国税局 － 一般競争入札 機械設備工事
桐生地方合同庁舎

エレベーター設備改修工事
群馬県桐生市末広町13番地５ エレベーター設備改修

約１１か

月
第１四半期

林野庁関東森林管

理局
群馬森林管理署 一般競争 林道工事 花輪林業専用道新設工事（当初ゼロ国） 群馬県桐生市黒保根町八木原

延長約300m、幅員3.6m（コンクリート路面工

1,000m2、補強土壁工160m2）

約１１か

月
第４四半期

林野庁関東森林管

理局
群馬森林管理署 一般競争 林道工事 梨木内野作業道新設工事（R4補正）

群馬県桐生市黒保根町宿廻字内野国有林

405林班外
延長約800m、幅員3.6m（コンクリート路面工300m2）

約１１か

月

令和５年度第１

四半期

林野庁関東森林管

理局
群馬森林管理署 一般競争 治山工事 小夜戸地区災害関連緊急治山工事

群馬県みどり市東町小夜戸字小夜戸国有林

449へ3林小班外
山腹工、渓間工（簡易法枠工2,000m2、鋼材53.61t）

約１１か

月

令和５年度第１

四半期

群馬県 桐生土木事務所 指名競争入札 土木一式工事 （一）山田川　社会資本総合整備（緊急浚渫推進事業債） 桐生市川内町五丁目 堆積土除去１式 ６か月
第４四半期（２

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

西久方町１丁目１地区　社会資本総合整備（防災・安全）（急

傾斜）　杭式防護柵工（分割２号）
桐生市西久方町一丁目地内 急傾斜地対策工 ９か月

第３四半期（１

２月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）前橋大間々桐生線　社会資本総合整備（防災・安全）冠

水対策
桐生市新里町新川外地内 冠水対策工 ６か月

第４四半期（２

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
電気通信工事

桐生川ダム　（補助）ダムメンテナンス事業　ＣＣＴＶカメラ

設備更新等工事
桐生市梅田町四丁目外地先 ＣＣＴＶカメラ設備更新等　一式 ２か月

第４四半期（３

月）

群馬県 桐生土木事務所 指名競争入札 土木一式工事
（渡）細貝戸沢　社会資本総合整備（防災・安全）通常砂防

（重点）
みどり市大間々町浅原地先 伐木及び工事用道路　Ｌ＝３７０ｍ ８か月

第４四半期（１

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事 （渡）東次石沢　災害関連緊急砂防事業 みどり市大間々町小平地先 工事用道路　Ｌ＝１００ｍ仮応急（カゴマット）一式 ８か月

第４四半期（３

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）大間々世良田線　社会資本総合整備　笠懸工区　Ｒ４補

正分割１号
みどり市笠懸町鹿地内 道路改良工事 ９か月

第４四半期（２

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）大間々世良田線　社会資本総合整備　笠懸工区　Ｒ４補

正分割３号
みどり市笠懸町鹿地内 道路改良工事 ９か月

第４四半期（２

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（渡）入道久保沢　社会資本総合整備（総流防砂防）（重点）

（５ヵ年）　渓流保全工
桐生市梅田町二丁目地先 渓流保全工 ８か月

第４四半期（２

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（渡）下室ノ手四ノ沢　社会資本総合整備（防災・安全）（通

常砂防）（重点）（５カ年）　砂防堰堤工
桐生市川内町五丁目地先 砂防堰堤工 ９か月

第４四半期（２

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

宮本町三丁目１－２　社会資本総合整備（防災・安全）（急傾

斜）
桐生市宮本町三丁目地内 急傾斜地対策工 ９か月

第４四半期（２

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（都）３．４．１０赤岩線　社会資本総合整備（防災・安全／

活力基盤）道路改良工事（分割２号）
桐生市宮前町一丁目外地内 道路改良工事 ８か月

第４四半期（１

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（都）３．４．１０赤岩線　社会資本総合整備（防災・安全／

活力基盤）道路改良工事（分割１号）
桐生市宮前町一丁目外地内 道路改良工事 ８か月

第４四半期（１

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（渡）深山沢　社会資本総合整備（防災・安全）（通常砂防）

（重点）
桐生市梅田町一丁目地先 工事用道路工 ８か月

第４四半期（３

月）

群馬県 桐生土木事務所 指名競争入札 土木一式工事 （渡）江戸川　００５外 桐生市黒保根町下田沢外　地先 砂防維持管理事業 ７か月
第４四半期（１

月）

★別表（県及び県内市町村の状況についてはこちらをクリック）
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発注・入札予定

時期

群馬県 桐生土木事務所 指名競争入札 土木一式工事
（国）１２２号　単独地域道路管理　０県債　管内一円道路施

設補修　分割４号
桐生市黒保根町下田沢外地内 管内一円道路施設補修 １４か月

第４四半期（１

月）

群馬県 桐生土木事務所 指名競争入札 土木一式工事
（国）１２２号　単独地域道路管理　０県債　管内一円道路施

設補修　分割５号
みどり市東町神戸外地内 管内一円道路施設補修 １４か月

第４四半期（１

月）

群馬県 桐生土木事務所 指名競争入札 舗装工事
（国）１２２号　単独地域道路管理　０県債　管内一円路面補

修（北地区）
みどり市東町花輪外地内 管内一円路面補修 １４か月

第４四半期（１

月）

群馬県 桐生土木事務所 指名競争入札 土木一式工事 （一）小平川　河川維持補修　０県債　みどり市　管内一円 みどり市大間々町浅原外地先 河川維持補修 １４か月
第４四半期（１

月）

群馬県 桐生土木事務所 指名競争入札 土木一式工事 単独地域道路管理　０県債　管内一円　路面補修（南地区） 桐生市宮前町一丁目外地内 管内一円　路面補修 １４か月
第４四半期（１

月）

群馬県 桐生土木事務所 指名競争入札 土木一式工事
（主）桐生田沼線　単独地域道路管理　０県債　管内一円道路

施設補修　分割１号
桐生市梅田町一丁目外地内 管内一円道路施設補修 １４か月

第４四半期（１

月）

群馬県 桐生土木事務所 指名競争入札 土木一式工事
国道３５３号外　単独地域道路管理　０県債　管内一円道路施

設補修　分割３号
桐生市新里町板橋外地内 道路施設補修 １４か月

第４四半期（１

月）

群馬県 桐生土木事務所 指名競争入札 土木一式工事 （一）桐生川　河川維持補修　０県債　管内一円（桐生市内） 桐生市菱町四丁目外地先 河川維持補修 １４か月
第４四半期（１

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）大間々世良田線　社会資本総合整備　笠懸工区　Ｒ４補

正分割４号
みどり市笠懸町鹿地内 道路改良工事 ９か月

第４四半期（２

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）桐生伊勢崎線　社会資本総合整備（国土強靱化・補正）

（防災・安全）（５か年加速化）　分割１号道路改良工事
みどり市笠懸町阿左美地内 道路改良工事 １０ヶ月

第4四半期（2

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）桐生伊勢崎線　社会資本総合整備（国土強靱化・補正）

（防災・安全）（５か年加速化）　分割２号道路改良工事
みどり市笠懸町阿左美地内 道路改良工事 １０ヶ月

第4四半期（2

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）大間々世良田線　社会資本総合整備　笠懸工区　Ｒ４補

正分割２号
みどり市笠懸町鹿地内 道路改良工事 ９ヶ月

第4四半期（2

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事 （渡）童神沢　社会資本総合整備 みどり市笠懸町鹿地内 本堤工 ９ヶ月

第4四半期（2

月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）桐生伊勢崎線　社会資本総合整備（国土強靱化・補正）

（防災・安全）（５か年加速化）　分割３号道路改良工事
みどり市笠懸町阿左美地内 道路改良工事 １０ヶ月

令和5年度　第1

四半期（4月）

群馬県 桐生土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）桐生伊勢崎線　社会資本総合整備（国土強靱化・補正）

（防災・安全）（５か年加速化）　分割４号道路改良工事
みどり市笠懸町阿左美地内 道路改良工事 １０ヶ月

令和5年度　第1

四半期（4月）

群馬県 下水道総合事務所
条件付き一般競

争入札
管工事

桐生処理区　社会資本総合整備（防安）（下水）　桐生水質浄

化センター　管理棟空調換気設備改築更新工事
桐生市広沢町七丁目地内 空調換気設備　１式、撤去工事　１式 ２か月

第４四半期（１

月）

群馬県桐生市 農林振興課 指名競争入札 舗装
県単林道改良事業

林道皆沢線改良工事
桐生市梅田町四丁目地内

工事延長　L=80.0ｍ

舗装工　A=480.0㎡
４か月 第２四半期

群馬県桐生市 都市計画課
条件付き一般競

争入札
土木

広場整備工事

（第3期）
桐生市西久方町二丁目地内 舗装工　A=700m2 ４か月 第３四半期

群馬県桐生市 都市計画課
条件付き一般競

争入札
土木 歩道橋美装化工事 桐生市宮本町二丁目地内 歩道橋美装化　一式 ４か月 第３四半期
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群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 土木 道路改良工事 桐生市堤町二丁目地内
工事延長　L=23m　防護柵工　L=23m　舗装工　A=45

㎡
４か月 第１四半期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 舗装 舗装道改良工事 桐生市境野町五丁目地内 工事延長　L=230m　舗装工　A=1300㎡ ４か月 第３四半期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 土木 道路補修工事 桐生市川内町一丁目地内 工事延長　L=50m　舗装工　A=300m2 ４か月 第２四半期

群馬県桐生市 土木課
条件付き一般競

争入札
塗装 桐生大橋長寿命化事業　塗装工事 桐生市清瀬町地内 工事延長　L=46m　塗装工　A=3000㎡ ６か月 第１四半期

群馬県桐生市 土木課
条件付き一般競

争入札
塗装 桐生大橋長寿命化事業　塗装工事 桐生市相生町一丁目地内 工事延長　L=46m　塗装工　A=3000㎡ ６か月 第１四半期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 舗装 舗装道改良工事 桐生市相生町五丁目地内 工事延長　L=400m　舗装工　A=2400㎡ ４か月 第２四半期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 舗装 舗装道改良工事 桐生市広沢町間ノ島地内 工事延長　L=220m　舗装工　A=1540㎡ ４か月 第２四半期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 塗装 区画線設置工事 桐生市相生町三丁目地内 工事延長　L=1050m　矢羽型路面標示　一式 ３か月 第３四半期

群馬県桐生市 土木課
条件付き一般競

争入札
舗装 舗装道改良工事 桐生市相生町五丁目地内

工事延長　L=370m

舗装工　A=2200㎡ ４か月 第４四半期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 土木 道路改良工事 桐生市川内町一丁目地内

工事延長　L=50.0m

側溝工　L=50.0m ４か月 第３四半期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 舗装 舗装道改良工事 桐生市相生町五丁目地内

工事延長　L=130m

舗装工　A=780㎡ ４か月 第３四半期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 舗装 舗装道改良工事 桐生市梅田町二丁目地内
工事延長　L=50.0m

舗装工　A=300.0m2
３か月 第２四半期

群馬県桐生市 土木課
条件付き一般競

争入札
舗装 舗装道改良工事 桐生市広沢町五丁目地内

工事延長　L=300.0m

舗装工　A=1800.0m2
４か月 第２四半期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 土木 歩道改修工事 桐生市相生町三丁目地内
工事延長　L=80.0m

舗装工　A=240.0m2
４か月 第２四半期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 土木 道路改良工事 桐生市梅田町一丁目地内
工事延長　L=30.0m

道路拡幅工　A=60.0㎡
３か月 第２四半期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 舗装 舗装道改良工事 桐生市菱町三丁目地内
工事延長　L=160.0m

舗装工　A=950㎡
４か月 第２四半期

群馬県桐生市 土木課
条件付き一般競

争入札
舗装 舗装道改良工事 桐生市相生町三丁目地内

工事延長　L=520.0m

舗装工　A=3276.0㎡
４か月 第３四半期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 舗装 舗装道新設工事 桐生市広沢町六丁目地内

工事延長　L=125m

舗装工　A=500㎡ ３か月 第２四半期

群馬県桐生市 土木課
条件付き一般競

争入札
舗装 安全安心道づくり工事 桐生市東二丁目地内

工事延長　L=400m

舗装工　A=2960.0㎡
４か月 第３四半期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 舗装 舗装道改良工事 桐生市相生町五丁目地内

工事延長　L=100.0m

舗装工　A=430.0㎡ ３か月 第２四半期

群馬県桐生市 土木課
条件付き一般競

争入札
舗装 舗装道改良工事 桐生市元宿町地内

工事延長　L=430.0m

舗装工　A=5160.0㎡
４か月 第３四半期



■桐生・みどり地区の発注見通し

桐生・みどり地区:桐生市,みどり市

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，群馬県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札 舗装 舗装道改良工事 桐生市宮本町三丁目地内
工事延長　L=240.0m

舗装工　A=1320.0㎡
４か月 第３四半期

群馬県桐生市 土木課 指名競争入札
とび・土工・

コンクリート
防護柵設置工事 桐生市東一丁目地先

工事延長　L=80.0m

高欄嵩上げ工　L=80.0m
３か月 第３四半期

群馬県桐生市 公園緑地課 随意契約 機械 大型遊器具設置工事
桐生市宮本町四丁目地内　　　（桐生が岡

遊園地）
大型遊器具設置 ９か月 第１四半期

群馬県桐生市 公園緑地課 指名競争入札 土木 四阿改修工事
桐生市相生町三丁目地内

（市民広場）
四阿改修 ５か月 第２四半期

群馬県桐生市 公園緑地課 指名競争入札 土木 藤棚改修工事
桐生市宮本町三丁目地内

（吾妻公園）
藤棚改修 ５か月 第２四半期

群馬県桐生市 公園緑地課
条件付き一般競

争入札
土木 展望デッキ改修工事

桐生市宮本町二丁目地内

（水道山公園）
展望デッキ改修 ５か月 第２四半期

群馬県桐生市 建築住宅課
条件付き一般競

争入札
建築 桐生市新里温水プール天井空調ダクト周辺整備工事 桐生市新里町野地内

吊りボルト交換

天井鉄骨塗装
５か月 第３四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 機械 桐生市新里温水プール各所設備機器整備工事 桐生市新里町野地内 設備機器整備工事 ３か月 第４四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 管 学校給食新里共同調理場油脂分離槽改修工事 桐生市新里町山上地内 油膜分離槽改修工事 ３か月 第２四半期

群馬県桐生市 建築住宅課
条件付き一般競

争入札
建築 桐生市議事堂等解体工事 桐生市織姫町地内 議事堂等の解体工事 ６か月 第１四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 管 桐生市役所本庁舎空調用ポンプ更新工事 桐生市織姫町地内 ポンプ更新工事 ３か月 第３四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 建築 旧第五区集会所解体工事 桐生市浜松町一丁目 集会所の解体除去 ３か月 第４四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 建築 奥沢集会所床改修工事 桐生市新里町奥沢地内 老朽化した床の改修工事 ３か月 第４四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 機械 桐生市斎場火葬炉設備修繕工事 桐生市広沢町五丁目地内 火葬炉改修工事 ３か月 第２四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 電気 桐生が岡遊園地空調機器動力幹線工事・変電所改修工事 桐生市宮本町四丁目地内 高圧電気設備改修工事 ４か月 第２四半期

群馬県桐生市 建築住宅課
条件付き一般競

争入札
建築 桐生が岡動物園遊鳳舎等改築工事 桐生市宮本町二・四丁目地内 遊鳳舎の改築工事・公園灯の改修工事 ４か月 第３四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 建築 桐生が岡遊園地南門改修工事 桐生市宮本町三丁目地内 南門の改修工事 ３か月 第３四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 建築 桐生市営住宅西堤団地解体除却工事 桐生市堤町地内 老朽木造住宅の解体除却 ３か月 第４四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 建築 桐生市消防本部庁舎1階トイレ改修工事 桐生市元宿町地内 トイレ改修工事 ４か月 第３四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 管 桐生市立相生保育園空調設備改修工事 桐生市相生町二丁目地内 空調設備改修工事 ４か月 第１四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 電気 美原長寿センター空調設備改修工事 桐生市美原町地内 空調設備改修工事 ４か月 第１四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 電気 川内長寿センター空調設備改修工事 桐生市川内町五丁目地内 空調設備改修工事 ４か月 第１四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 建築 桐生市立南小学校周囲フェンス改修工事 桐生市新宿二丁目地内 校庭のフェンス改修工事 ４か月 第２四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 建築 桐生市立境野小学校家庭科室防水改修工事 桐生市境野町六丁目地内 屋上防水の改修工事 ３か月 第２四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 建築 桐生市立相生小学校教室床改修工事 桐生市相生町二丁目地内 老朽化した床の改修工事 ３か月 第２四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 建築 桐生市立天沼小学校プールサイド改修工事 桐生市相生町五丁目地内 プールサイド改修工事 ４か月 第３四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 建築 桐生市立清流中学校体育館ギャラリー防水改修工事 桐生市東三丁目地内 屋上防水の改修工事 ３か月 第２四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 建築 桐生市立広沢中学校普通教室床改修工事 桐生市広沢町四丁目地内 老朽化した床の改修工事 ３か月 第２四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 建築 桐生市立川内中学校校舎内バリアフリー化工事 桐生市川内町五丁目地内 バリアフリー化工事 ４か月 第３四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 電気 桐生市立商業高等学校無線ＡＰ入替工事 桐生市清瀬町地内 無線ＬＡＮ設備工事 ４か月 第１四半期

群馬県桐生市 建築住宅課
条件付き一般競

争入札
建築 重伝建地区公開施設整備工事 桐生市本町一丁目地内 耐震改修工事及び内外装改修工事等 ２２か月 第１四半期



■桐生・みどり地区の発注見通し

桐生・みどり地区:桐生市,みどり市

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，群馬県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

群馬県桐生市 建築住宅課
条件付き一般競

争入札
建築 桐生市運動公園屋外トイレ改築工事 桐生市相生町三丁目地内 運動公園内のトイレの改築 ６か月 第３四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 管 桐生市運動公園屋外トイレ新築給排水衛生設備工事 桐生市相生町三丁目地内 運動公園内のトイレの改築 ６か月 第３四半期

群馬県桐生市 建築住宅課
条件付き一般競

争入札
電気 桐生市運動公園屋外トイレ新築電気設備工事 桐生市相生町三丁目地内 運動公園内のトイレの改築 ６か月 第３四半期

群馬県桐生市 建築住宅課 指名競争入札 電気 桐生市運動公園コートオムニコートLED化工事 桐生市相生町三丁目地内 ナイター照明改修工事 ３か月 第３四半期

群馬県桐生市 建築住宅課
条件付き一般競

争入札
電気 桐生市新里総合グランドナイター照明LED化工事 桐生市新里町新川地内 ナイター照明改修工事 ４か月 第３四半期

群馬県桐生市 建築指導課 指名競争入札 土木 後退用地整備工事
桐生市広沢町五丁目地内　　西場工業㈱付

近

施工延長　L=82.1m

　暗渠排水管工　L=59.0m
５か月 第１四半期

群馬県桐生市 建築指導課 指名競争入札 土木 後退用地整備工事 桐生市梅田町一丁目地内　　　　櫻井宅前
施工延長　L=29.1m

　落蓋式側溝工　L=26.8m
４か月 第２四半期

群馬県桐生市 建築指導課 指名競争入札 土木 後退用地整備工事 桐生市東六丁目地内　　　　　　山藤宅前
施工延長　L=26.6m

　擁壁工　L=26.6m
４か月 第２四半期

群馬県桐生市 下水道課
条件付き一般競

争入札
土木

流関

下水道管渠築造工事
桐生市川内町三丁目地内 φ200mm管布設工　L=154.0m ５か月 第１四半期

群馬県桐生市 下水道課
条件付き一般競

争入札
土木

流関

下水道管渠築造工事
桐生市川内町一丁目地内 φ200mm管布設工　L=119.0m ５か月 第１四半期

群馬県桐生市 下水道課 指名競争入札 土木
流関

下水道管渠築造工事
桐生市相生町五丁目地内 φ200mm管布設工　L=54.0m ３か月 第２四半期

群馬県桐生市 下水道課 指名競争入札 土木
流関

下水道管渠築造工事
桐生市相生町三丁目地内 φ200mm管布設工　L=112.0m ４か月 第２四半期

群馬県桐生市 下水道課 指名競争入札 土木
流関

下水道管渠築造工事
桐生市相生町五丁目地内 φ200mm管布設工　L=41.0m ４か月 第１四半期

群馬県桐生市 下水道課
条件付き一般競

争入札
土木

流関

下水道管渠築造工事
桐生市川内町一丁目地内 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　1基 ４か月 第２四半期

群馬県桐生市 下水道課
条件付き一般競

争入札
土木

流関

下水道管渠築造工事
桐生市川内町一丁目地内 φ200mm管布設工　L=100.0m ４か月 第１四半期

群馬県桐生市 下水道課
条件付一般競争

入札
土木 特環　武井第一汚水幹線築造工事 桐生市新里町武井地内 φ200mm管布設工　L=170m ４か月 第１四半期

群馬県桐生市 下水道課
条件付き一般競

争入札
土木 特環　武井第一汚水幹線築造工事 桐生市新里町武井地内 φ200mm管布設工　L=80m ４か月 第２四半期

群馬県桐生市 下水道課
条件付き一般競

争入札
土木

流関

下水道管渠築造工事
桐生市川内町三丁目地内 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　1基 ６か月 第２四半期

群馬県桐生市 下水道課
条件付き一般競

争入札
土木

流関

下水道管渠築造工事
桐生市川内町三丁目地内

φ２００ｍｍ管布設工　L=60ｍ、φ75mm管布設工

L=142.9m
５か月 第２四半期

群馬県桐生市 下水道課
条件付き一般競

争入札
土木 流関　雨水渠築造工事 桐生市相生町五丁目地内 700×700ｍｍボックスカルバート布設工　L=80ｍ ４か月 第３四半期

群馬県桐生市 下水道課
条件付き一般競

争入札
土木 流関　広沢川十号雨水幹線築造工事 桐生市広沢町一丁目地内 2100×2100ｍｍボックスカルバート布設工　L=40ｍ ４か月 第３四半期

群馬県桐生市 下水道課 指名競争入札 土木 流関　私道枝線管渠築造工事 桐生市相生町二丁目地内 φ200mm管布設工　L=20m ３か月 第２四半期



■桐生・みどり地区の発注見通し

桐生・みどり地区:桐生市,みどり市

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。
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発注・入札予定

時期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 し尿膜分離装置整備工事 桐生市境野水処理センター 膜分離装置：１基整備 ５か月 第１四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 し尿前処理設備整備工事 桐生市境野水処理センター ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ及びｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ：各1基整備 ５か月 第１四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 し尿反応槽曝気装置整備工事 桐生市境野水処理センター 曝気装置4基工場整備･12基消耗部品取替/全16基 ５か月 第２四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 し尿液循環ﾎﾟﾝﾌﾟ整備工事 桐生市境野水処理センター

液循環ﾎﾟﾝﾌﾟ：Wﾒｶﾎﾞｯｸｽ･ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ等消耗部品取替/全6

台
５か月 第２四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 し尿破砕機ポンプ整備工事 桐生市境野水処理センター 破砕機2基更新 ６か月 第１四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 し尿貯留整備工事 桐生市境野水処理センター

槽防触工事/1槽、スカム破砕配管更新、スカム破砕ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ1台整備
６か月 第２四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 し尿高濃度系防火ダンパー修繕 桐生市境野水処理センター 防火ダンパー　1基修繕 ４か月 第３四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 増設最終沈殿池汚泥掻寄機修繕工事 桐生市境野水処理センター 汚泥掻寄機　2基修繕 ５か月 第１四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 増設ﾓﾉﾚｰﾙ式掻寄機修繕 桐生市境野水処理センター 掻寄機修繕　1池 ５か月 第１四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 場内消火設備修繕 桐生市境野水処理センター 配管修繕　1式 ３か月 第１四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 増設最終沈殿池ﾌﾗｲﾄ浮上防止修繕 桐生市境野水処理センター 錘設置　1池 ３か月 第１四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 機械棟汚泥脱水機修繕 桐生市境野水処理センター 脱水機オーバーホール　1基 ４か月 第１四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 機械棟汚泥脱水機制御盤修繕 桐生市境野水処理センター 制御基板交換　1基 ６か月 第１四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 菱ポンプ場汚水ポンプ修繕工事 桐生市菱町地内 流入ゲート修繕　1式 ５か月 第１四半期
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○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，群馬県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 遠方監視装置修繕工事 桐生市内マンホールポンプ場等8箇所 ルーター交換5か所、機器設置3箇所 ６か月 第２四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 菱ポンプ 場吐出弁修繕工事 桐生市菱町地内 逆止弁更新　1基 ６か月 第１四半期

群馬県桐生市
境野水処理

センター
指名競争入札 機械器具 新堀各種機器修繕 桐生市川内町地内 機器撤去、槽内洗浄 ３か月 第４四半期

群馬県桐生市 清掃センター 指名競争入札 機械器具
受入コンベヤ電動機

修繕
桐生市清掃センター

電動機交換　２台

インバータ設置　２台
１０か月 第１四半期

群馬県桐生市 清掃センター 指名競争入札 機械器具 ３号炉バグフィルターろ布等修繕 桐生市清掃センター
ろ布φ160×520本

パルス配管　52本
６か月 第１四半期

群馬県桐生市 清掃センター 随意契約 機械器具 ３号炉給じん装置カバープレート等修繕 桐生市清掃センター
カバープレート　26枚

シールプレート　2枚
６か月 第１四半期

群馬県桐生市 清掃センター 指名競争入札 機械器具 １号炉焼却灰搬出装置修繕 桐生市清掃センター

ドラグチェーン　158リンク

スプロケット　2個

シャフト・軸受　１式

９か月 第２四半期

群馬県桐生市
新里支所

地域振興整備課

条件付き一般競

争入札
土木 道路改良工事 桐生市新里町高泉地内

施工延長　L=180.0m

　擁壁工　L=26.0m

　側溝布設　L=60.0m

６か月 第１四半期

群馬県桐生市
新里支所

地域振興整備課

条件付き一般競

争入札
土木 道路改良工事 桐生市新里町野地内

施工延長　L=60.0m

　擁壁工　L=37.0m

　側溝布設　L=80.0m

６か月 第２四半期

群馬県桐生市
新里支所

地域振興整備課
指名競争入札 土木 道路改良工事 桐生市新里町新川地内

施工延長　L=80.0m

　側溝布設　L=70.0m

　暗渠管布設　L=30.0m

４か月 第２四半期

群馬県桐生市
新里支所

地域振興整備課
指名競争入札 土木 道路改良工事 桐生市新里町山上地内

施工延長　L=70.0m

　側溝布設　L=70.0m

　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　L=4.0m

４か月 第３四半期

群馬県桐生市
新里支所

地域振興整備課
指名競争入札 舗装 舗装道新設工事 桐生市新里町新川地内

施工延長　L=173.0m

　舗装工　A=692.0㎡
４か月 第３四半期

群馬県桐生市
黒保根支所

地域振興整備課
指名競争入札 舗装

林道赤城東麓線

舗装工事
桐生市黒保根町宿廻地内

工事延長　L=100.0ｍ

舗装工　Ａ=700㎡
３か月 第３四半期

群馬県桐生市
黒保根支所

地域振興整備課
指名競争入札 土木

林道田沢小中線

改良工事
桐生市黒保根町上田沢地内

工事延長　L=30.0ｍ

法面保護工　一式
４か月 第３四半期

群馬県桐生市 水道局工務課 指名競争入札 管 配水管新設工事 桐生市広沢町六丁目地内 HPPφ50　Ｌ＝145ｍ ３か月 第１四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市相生町五丁目地内

DIPφ200　Ｌ＝220ｍ

HPPφ50　Ｌ＝70ｍ
４か月 第１四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市織姫町地内 HPPφ100　Ｌ＝150ｍ ３か月 第１四半期

群馬県桐生市 水道局工務課 指名競争入札 管 配水管改良工事 桐生市菱町二丁目地内 HPPφ100　Ｌ＝20ｍ ３か月 第１四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市境野町一丁目地内 DIPφ250　Ｌ＝140ｍ ４か月 第１四半期
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発注・入札予定

時期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市広沢町間ノ島地内

DIPφ250　Ｌ＝160ｍ

HPPφ50　Ｌ＝110ｍ
４か月 第１四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市新宿二丁目地内 DIPφ250　Ｌ＝240ｍ ４か月 第１四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市堤町三丁目地内 HPPφ100　Ｌ＝430ｍ ４か月 第１四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市宮本町二丁目地内 HPPφ100　Ｌ＝130ｍ ３か月 第１四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市黒保根町下田沢地内 DIPφ100　Ｌ＝120ｍ ３か月 第１四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市広沢町四丁目地内

DIPφ400　Ｌ＝90ｍ

緊急遮断弁設置 1基
６か月 第２四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市境野町二丁目地内 DIPφ150　Ｌ＝200ｍ ４か月 第２四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市堤町三丁目地内 HPPφ100　Ｌ＝100ｍ ５か月 第２四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市宮前町二丁目地内

DIPφ200　L＝20ｍ

HPPφ150　Ｌ＝20ｍ
３か月 第２四半期

群馬県桐生市 水道局工務課 指名競争入札 管 配水小管改良工事 桐生市堤町一丁目地内 HPPφ50　Ｌ＝50ｍ ３か月 第２四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市西久方町二丁目地内 DIPφ150　Ｌ＝140ｍ ３か月 第２四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市東一丁目地内 HPPφ100　Ｌ＝100ｍ ３か月 第２四半期

群馬県桐生市 水道局工務課 指名競争入札 管 配水小管改良工事 桐生市新宿三丁目地内 HPPφ50　Ｌ＝60ｍ ３か月 第２四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
管 配水管改良工事 桐生市宮本町一丁目地内

DIPφ150　Ｌ＝140ｍ

HPPφ50　L＝55ｍ
３か月 第２四半期

群馬県桐生市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 高架水槽更新工事 桐生市広沢町五丁目地内 高架水槽築造　1基 １８か月 第２四半期

群馬県桐生市 水道局工務課 指名競争入札 管 配水小管改良工事 桐生市琴平町地内 HPPφ50　Ｌ＝100ｍ ３か月 第３四半期

群馬県桐生市 水道局工務課 指名競争入札 管 配水小管改良工事 桐生市相生町五丁目地内 HPPφ50　Ｌ＝65ｍ ３か月 第３四半期

群馬県桐生市 水道局工務課
条件付一般競争

入札
舗装 舗装復旧工事 桐生市新里町赤城山地内 舗装復旧　600㎡ ３か月 第３四半期

群馬県桐生市 水道局浄水課 指名競争入札 機械器具設置
元宿浄水場

丸山水門更新工事
桐生市元宿町地内 水門2門　一式 ９か月 第１四半期

群馬県桐生市 水道局浄水課 指名競争入札 機械器具設置
第１０配水場

残留塩素計更新工事
桐生市赤城山地内 残留塩素計更新　一式 ６か月 第１四半期

群馬県桐生市 水道局浄水課 指名競争入札 機械器具設置
第９配水場

残留塩素計更新工事
桐生市新里町赤城山地内 残留塩素計更新　一式 ６か月 第１四半期

群馬県桐生市 水道局浄水課 指名競争入札 機械器具設置
田沢浄水場

原水濁度計更新工事
桐生市黒保根町上田沢地内 原水濁度計更新　一式 ８か月 第１四半期

群馬県桐生市 水道局浄水課 指名競争入札 機械器具設置
元宿浄水場２系

苛性注入ポンプ更新工事
桐生市元宿町地内 苛性注入ポンプ　2台 ４か月 第２四半期
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群馬県桐生市 水道局浄水課 指名競争入札 機械器具設置
元宿浄水場

凝集沈殿池設備更新工事
桐生市元宿町地内 凝集沈殿装置　一式 １８か月 第２四半期

群馬県桐生市 水道局浄水課 指名競争入札 機械器具設置
元宿浄水場２号

広沢送水ポンプ更新工事
桐生市元宿町地内 送水ポンプ　一式 ５か月 第２四半期

群馬県桐生市 水道局浄水課 指名競争入札 機械器具設置
田沢浄水場

ろ過装置ろ過材交換及び内面塗装工事
桐生市黒保根町上田沢地内

ろ過装置　１基（1号機）、ろ過装置（ろ過材交換）

一式、ろ過装置（内面塗装）　一式
４か月 第２四半期

群馬県桐生市 水道局浄水課 指名競争入札 機械器具設置
田沢浄水場

薬注設備改修工事
桐生市黒保根町上田沢地内

ＰＡＣ注入機　2台、ＰＡＣ貯留槽　1台、次亜注入ポン

プ　2台、次亜貯留槽　1台
８か月 第２四半期

群馬県桐生市 水道局浄水課 指名競争入札 防水
元宿浄水場ろ過池

防水修繕５，６号池工事
桐生市元宿町地内 防水塗装　一式 ３か月 第３四半期

群馬県桐生市 水道局浄水課 指名競争入札 電気
青葉台配水場

テレメータ更新工事
桐生市堤町三丁目地内 テレメータ　一式 ３か月 第３四半期

群馬県みどり市 財政課 指名競争入札 解体 市営岩宿駅駐車場内旧管理棟解体工事 みどり市笠懸町阿左美地内 管理棟１棟・トイレ１棟解体 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 財政課 指名競争入札 解体 市有住宅解体工事 みどり市大間々町大間々地内 市有住宅１棟解体 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 財政課 指名競争入札 解体 旧登記所倉庫解体工事 みどり市東町花輪地内 石蔵１棟解体 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 介護高齢課 指名競争入札 機械器具設置 みどり市高齢者生活福祉センター真空式温水器更新工事 みどり市東町花輪地内 真空式温水器1台の更新工事 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 水道施設 受水槽更新工事 みどり市笠懸町鹿地内 鹿団地、受水槽更新(1基) 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 水道施設 浄化槽設備更新工事 みどり市笠懸町鹿地内 鹿団地、浄化槽更新(2台) 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道1級10号線舗装工事 みどり市大間々町大間々地内 舗装工事　工事延長 L=270m 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道2級21号線舗装工事 みどり市大間々町桐原地内 舗装工事　工事延長 L=192.2m 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道1級5号線舗装工事 みどり市笠懸町阿左美地内 舗装工事　工事延長 L=400m 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道笠懸2180号線舗装工事 みどり市笠懸町阿左美地内 舗装工事　工事延長 L=300m 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道1級24号線舗装工事 みどり市東町小夜戸地内 舗装工事　工事延長 L=300m 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道東1304号線舗装工事 みどり市東町花輪地内 舗装工事　工事延長 L=157m 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 土木一式 鹿両毛線北側排水区調整池整備工事（№35調整池） みどり市笠懸町鹿地内 調整池設置工　一式　附帯工　一式 約８か月 第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 機械器具設置 公共下水道 マンホールポンプ等更新工事 みどり市笠懸町阿左美地内 水中ポンプ 18.5kW n=1台/3.7kW n=1台
約１０か

月
第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 機械器具設置 農業集落排水 マンホールポンプ等更新工事 みどり市大間々町浅原地内 水中ポンプ 1.5kW n=1台/2.2kW n=1台他
約１０か

月
第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 機械器具設置 福岡中央集落排水センター施設改修工事 みどり市大間々町浅原地内 破砕機改修 n=1台 汚泥引抜ポンプ n=1台他
約１０か

月
第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道笠懸3005号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町鹿地内 下水(開削工) PRPφ200 L=117.0m 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道笠懸1075号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町鹿地内 下水(開削工) PRPφ200 L=140.0m 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道笠懸3021号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町鹿地内 下水(開削工) PRPφ200・PEφ200 L=196.0m 約５か月 第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道笠懸4019号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町阿左美地内 下水(開削工) PRPφ200 L=227.0m 約５か月 第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道大間々3079号線他管渠埋設工事 みどり市大間々町大間々地内 下水(開削工) PRPφ200 L=164.0m 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札 防水 大間々中学校校舎屋上防水改修工事 みどり市大間々町桐原地内
屋上防水

東校舎46.5㎡、技術棟720.2㎡
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札 管 笠懸公民館空調設備更新工事 みどり市笠懸町阿左美地内
２階各部屋空調機入替

室内機:19台 室外機：2基
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札 管 笠懸野文化ホール空調設備更新工事 みどり市笠懸町阿左美地内
リハーサル室等各部屋空調機入替

室内機・室外機　各13基
約４か月 第１四半期



■桐生・みどり地区の発注見通し

桐生・みどり地区:桐生市,みどり市

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，群馬県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札 管 岩宿博物館空調設備更新工事（第2期） みどり市笠懸町阿左美地内
事務室・補修工作室・ロビーの空調改修

空気調和機4組、配管・ダクト入替等
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート
大間々東小学校外周フェンス改修工事 みどり市大間々町大間々地内 敷地外周ネットフェンス更新 L=202m 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札 建築一式 笠懸南中学校駐輪場改修工事 みどり市笠懸町阿左美地内 北門東側駐輪場112㎡　北門南側駐輪場21㎡ 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札 防水 小学校校舎防水改修工事 みどり市笠懸町阿左美地内ほか
屋上（笠北小、大北小）、外壁（笠小、笠北小、大南

小）
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 社会教育課 指名競争入札 内装仕上 市民体育館ロールスクリーン交換工事 みどり市笠懸町阿左美地内 電動ロールスクリーン2台 約２か月 第１四半期

群馬県みどり市 財政課 一般競争入札 解体 旧杲小学校 解体工事 みどり市東町小中地内 校舎２棟　プール一式　用務員室１棟等解体 約６か月 第１四半期

群馬県みどり市 生活環境課 一般競争入札 建築一式 笠懸し尿貯留場改修工事 みどり市笠懸町阿左美地内 改修工事 約６か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸4155号線道路改良工事 みどり市笠懸町阿左美地内 道路改良工事　工事延長L=93.6m 約８か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道1級12号線道路改良工事 みどり市大間々町桐原地内 道路改良工事　工事延長L=93.6m
約１０か

月
第１四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道2級35号線道路改良工事 みどり市東町沢入地内 法面改修工事 約８か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道東1351･1363号線道路改良工事 みどり市東町花輪地内 道路改良工事　工事延長L=40m 約５か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 一般競争入札 建築一式 笠懸小学校トイレ改修工事（第1期） みどり市笠懸町鹿地内
校舎西側、屋内運動場

男子トイレ6箇所、女子トイレ6箇所
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 一般競争入札 建築一式 大間々中学校トイレ改修工事（第2期） みどり市大間々町桐原地内
校舎東側、屋内運動場

男子トイレ5箇所、女子トイレ5箇所
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 一般競争入札 建築一式 大間々東中学校トイレ改修工事（第2期） みどり市大間々町大間々地内
北校舎、屋外トイレ

男子トイレ5箇所、女子トイレ5箇所
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 一般競争入札 建築一式 多世代交流館3階改修工事 みどり市大間々町塩原地内
3階部分の改修

建築一式、電気設備一式、給排水設備一式
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 一般競争入札 塗装 笠懸東小学校外壁改修工事 みどり市笠懸町阿左美地内
校舎外壁及び外構洗浄、下地調整、欠損・浮き・クラッ

ク補修、塗装、シーリング打ち替え等
約６か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 一般競争入札 防水 大間々東中学校校舎屋上防水改修工事 みどり市大間々町大間々地内
屋上防水

北校舎804.3㎡
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 農林課 指名競争入札 建築一式 塩原生活改善センター加工所移転先工事 みどり市大間々町塩原地内 多世代交流館内旧ボイラー室改修工事 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 農林課 指名競争入札 土木一式 林道小平座間線改良工事 みどり市大間々町小平地内 落石防護工事　Ｌ＝40ｍ 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 農林課 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート
林道作原沢入線改良工事 みどり市東町沢入地内 法面保護工事　Ｌ＝90ｍ 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 農林課 指名競争入札 舗装 林道小中西山線改良工事 みどり市東町小中地内 路面改良工事　Ｌ＝250ｍ 約２か月 第２四半期

群馬県みどり市 農林課 指名競争入札 舗装 林道塩沢小平線舗装工事 みどり市大間々町小平地内 舗装工事　Ｌ＝800ｍ 約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 水道施設 市営住宅水道メーター交換工事
みどり市大間々町浅原・上神梅・大間々地

内

浅原田中団地Ｅ棟・神梅第2団地Ｄ棟・一丁目上原団

地、水道メーター交換
約４か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 解体 用途廃止住宅解体工事 みどり市大間々町桐原地内 上ノ台団地北(簡易耐火構造1階4戸)、解体 約４か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 塗装 屋根・外壁改修工事 みどり市笠懸町鹿地内 鹿団地Ｆ棟(簡易耐火構造1階4戸)、屋根・外壁改修 約４か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 土木一式 5-1号橋横川橋橋梁補修工事 みどり市東町草木地内 橋梁補修工事 約７か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 土木一式 7-26号橋橋梁補修工事 みどり市東町神戸地内 橋梁補修工事 約７か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 土木一式 7-27号橋神戸橋橋梁補修工事 みどり市東町神戸地内 橋梁補修工事 約７か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 土木一式 下平橋橋梁補修工事 みどり市大間々町小平地内 橋梁補修工事 約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 下水道管渠更生工事 みどり市笠懸町阿左美地内 下水(更生工) HCPφ200 L=100.0m 約４か月 第２四半期



■桐生・みどり地区の発注見通し

桐生・みどり地区:桐生市,みどり市

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，群馬県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道大間々3019号線他管渠埋設工事 みどり市大間々町大間々地内 下水(開削工) PRPφ200 L=196.0m 約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道大間々3084号線他管渠埋設工事 みどり市大間々町大間々地内 下水(開削工) PRPφ200 L=205.0m 約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 東市民生活課 指名競争入札 機械器具設置 花輪浄水場浄水装置更新工事 みどり市東町花輪地内 浄水装置更新 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 東市民生活課 指名競争入札 機械器具設置 簡易水道計測機器更新工事 みどり市東町地内 計測機器更新 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 東市民生活課 指名競争入札 機械器具設置 神戸配水池計測機器更新工事 みどり市東町神戸地内 計測機器更新 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 東市民生活課 指名競争入札 機械器具設置 神戸地区配水管更新工事 みどり市東町神戸地内 配水管更新 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 社会教育課 指名競争入札 屋根 旧神梅小学校体育館屋根改修工事 みどり市大間々町上神梅地内 旧神梅小学校体育館の屋根を改修するもの 約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 文化財課 指名競争入札 建築一式 旧花輪小学校記念館改修工事 みどり市東町花輪地内
電気配線更新、照明のＬＥＤ化、エアコン設置、展示室

改修、外トイレ改修等
約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 富弘美術館 指名競争入札 消防施設 自動火災報知設備更新工事 みどり市東町草木地内 火災報知設備の更新 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 財政課 一般競争入札 解体 旧花輪小学校特別教室 文書庫解体工事 みどり市東町花輪地内 特別教室・文書庫１棟　渡廊下一式解体 約６か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸1071号線道路改良工事 みどり市笠懸町鹿地内 道路改良工事　工事延長 L=78.7m 約８か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸4110号線道路改良工事 みどり市笠懸町阿左美地内 排水路整備工事　工事延長 L=63.9m
約１０か

月
第２四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸4065号線道路改良工事 みどり市笠懸町阿左美地内 道路改良工事　工事延長L=210.6m 約８か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道2級8号線道路改良工事 みどり市笠懸町久宮地内 道路改良工事　工事延長L=150m 約８か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 桐生大学上流排水区調整池整備工事（№33調整池） みどり市笠懸町阿左美地内 調整池設置工　一式　附帯工　一式 約８か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 阿左美排水区調整池整備工事（№36調整池） みどり市笠懸町阿左美地内 調整池設置工　一式　附帯工　一式 約８か月 第２四半期

群馬県みどり市 都市計画課 一般競争入札 土木一式 市道1級7号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町鹿地内 下水(開削工) PRPφ250 L=247.0m 約６か月 第２四半期

群馬県みどり市 都市計画課 一般競争入札 土木一式 市道2級9号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町阿左美地内 下水(開削工) PRPφ200 L=203.0m 約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 都市計画課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸4027号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町阿左美地内 下水(開削工) PRPφ200 L=193.0m 約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 社会教育課 一般競争入札 解体 旧花輪小学校体育館解体工事 みどり市東町花輪地内 旧花輪小学校体育館を解体するもの 約６か月 第２四半期

群馬県みどり市 富弘美術館 一般競争入札 建築一式 富弘美術館外部改修工事 みどり市東町草木地内

外壁材、漏水ｻｯｼ取替、パッキン補修、ｻｯｼｶﾞｽｹｯﾄ、屋上

防水端部の補修、剥落耐火材の再塗料、漏水ｻｯｼ取替に

よる仕上げ補修、施工管理業務

約６か月 第２四半期

群馬県みどり市 財政課 指名競争入札 建築一式 大間々庁舎改修工事 みどり市大間々町大間々地内 庁舎内に会議室等を新設 約４か月 第３四半期

群馬県みどり市 農林課 指名競争入札 解体 塩原生活改善センター及び加工所解体工事 みどり市大間々町塩原地内 木造建物解体（実習棟 178㎡、加工所 45㎡） 約３か月 第３四半期

群馬県みどり市 観光課 指名競争入札 電気 ながめ余興場照明設備更新工事 みどり市大間々町大間々地内 ながめ余興場照明設備（舞台照明等）の更新工事 約４か月 第３四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 土木一式 鹿の川沼遊歩道整備工事 みどり市笠懸町阿左美地内 遊歩道整備工事　工事延長　L=80m 約１か月 第３四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道笠懸4019号線舗装工事 みどり市笠懸町阿左美地内 舗装工事　工事延長 L=170m 約３か月 第３四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道笠懸1293号線舗装工事 みどり市笠懸町鹿地内 舗装工事　工事延長L=160m 約４か月 第３四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道笠懸2022号線舗装工事 みどり市笠懸町阿左美地内 舗装工事　工事延長L=103m 約４か月 第３四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道大間々3501号線舗装工事 みどり市大間々町大間々地内 舗装工事　工事延長L=261m 約５か月 第３四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道大間々3337号線他管渠埋設工事 みどり市大間々町大間々地内 下水(開削工) PRPφ200 L=39.0m 約３か月 第３四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札 解体 ふるさと往来センター解体工事 みどり市大間々町塩原地内 往来センター棟、トイレ棟、外部廊下、遊具の解体工事 約４か月 第３四半期

群馬県みどり市 富弘美術館 指名競争入札 管 空調設備ケミカルフィルター交換工事 みどり市東町草木地内 ケミカルフィルター交換 約３か月 第３四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道2級1号線道路改良工事 みどり市笠懸町鹿地内 道路改良工事　工事延長 L=93.5m 約７か月 第３四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸4116号線道路改良工事 みどり市笠懸町阿左美地内 排水路整備工事　工事延長L=180m
約１０か

月
第３四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 木の宮橋、31号橋、宮下橋橋梁補修工事 みどり市大間々町小平外地内 橋梁補修工事 約６か月 第３四半期

群馬県みどり市 都市計画課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸3001号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町鹿地内 下水(開削工) PRPφ200 L=289.0m 約６か月 第３四半期



■桐生・みどり地区の発注見通し

桐生・みどり地区:桐生市,みどり市

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，群馬県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

群馬県みどり市 都市計画課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸3014号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町鹿地内 下水(開削工) PRPφ200 L=211.0m 約５か月 第３四半期

群馬県みどり市 東市民生活課 一般競争入札 建築一式 ボルダリング施設整備工事 みどり市東町神戸地内 ボルダリング施設　一式 約４か月 第３四半期

群馬県みどり市 財政課 指名競争入札 解体 市営岩宿駅駐車場内旧管理棟解体工事 みどり市笠懸町阿左美地内 管理棟１棟・トイレ１棟解体 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 財政課 指名競争入札 解体 市有住宅解体工事 みどり市大間々町大間々地内 市有住宅１棟解体 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 財政課 指名競争入札 解体 旧登記所倉庫解体工事 みどり市東町花輪地内 石蔵１棟解体 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 介護高齢課 指名競争入札 機械器具設置 みどり市高齢者生活福祉センター真空式温水器更新工事 みどり市東町花輪地内 真空式温水器1台の更新工事 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 水道施設 受水槽更新工事 みどり市笠懸町鹿地内 鹿団地、受水槽更新(1基) 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 水道施設 浄化槽設備更新工事 みどり市笠懸町鹿地内 鹿団地、浄化槽更新(2台) 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道1級10号線舗装工事 みどり市大間々町大間々地内 舗装工事　工事延長 L=270m 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道2級21号線舗装工事 みどり市大間々町桐原地内 舗装工事　工事延長 L=192.2m 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道1級5号線舗装工事 みどり市笠懸町阿左美地内 舗装工事　工事延長 L=400m 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道笠懸2180号線舗装工事 みどり市笠懸町阿左美地内 舗装工事　工事延長 L=300m 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道1級24号線舗装工事 みどり市東町小夜戸地内 舗装工事　工事延長 L=300m 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道東1304号線舗装工事 みどり市東町花輪地内 舗装工事　工事延長 L=157m 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 土木一式 鹿両毛線北側排水区調整池整備工事（№35調整池） みどり市笠懸町鹿地内 調整池設置工　一式　附帯工　一式 約８か月 第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 機械器具設置 公共下水道 マンホールポンプ等更新工事 みどり市笠懸町阿左美地内 水中ポンプ 18.5kW n=1台/3.7kW n=1台
約１０か

月
第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 機械器具設置 農業集落排水 マンホールポンプ等更新工事 みどり市大間々町浅原地内 水中ポンプ 1.5kW n=1台/2.2kW n=1台他
約１０か

月
第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 機械器具設置 福岡中央集落排水センター施設改修工事 みどり市大間々町浅原地内 破砕機改修 n=1台 汚泥引抜ポンプ n=1台他
約１０か

月
第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道笠懸3005号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町鹿地内 下水(開削工) PRPφ200 L=117.0m 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道笠懸1075号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町鹿地内 下水(開削工) PRPφ200 L=140.0m 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道笠懸3021号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町鹿地内 下水(開削工) PRPφ200・PEφ200 L=196.0m 約５か月 第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道笠懸4019号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町阿左美地内 下水(開削工) PRPφ200 L=227.0m 約５か月 第１四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道大間々3079号線他管渠埋設工事 みどり市大間々町大間々地内 下水(開削工) PRPφ200 L=164.0m 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札 防水 大間々中学校校舎屋上防水改修工事 みどり市大間々町桐原地内
屋上防水

東校舎46.5㎡、技術棟720.2㎡
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札 管 笠懸公民館空調設備更新工事 みどり市笠懸町阿左美地内
２階各部屋空調機入替

室内機:19台 室外機：2基
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札 管 笠懸野文化ホール空調設備更新工事 みどり市笠懸町阿左美地内
リハーサル室等各部屋空調機入替

室内機・室外機　各13基
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札 管 岩宿博物館空調設備更新工事（第2期） みどり市笠懸町阿左美地内
事務室・補修工作室・ロビーの空調改修

空気調和機4組、配管・ダクト入替等
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート
大間々東小学校外周フェンス改修工事 みどり市大間々町大間々地内 敷地外周ネットフェンス更新 L=202m 約３か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札 建築一式 笠懸南中学校駐輪場改修工事 みどり市笠懸町阿左美地内 北門東側駐輪場112㎡　北門南側駐輪場21㎡ 約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札 防水 小学校校舎防水改修工事 みどり市笠懸町阿左美地内ほか
屋上（笠北小、大北小）、外壁（笠小、笠北小、大南

小）
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 社会教育課 指名競争入札 内装仕上 市民体育館ロールスクリーン交換工事 みどり市笠懸町阿左美地内 電動ロールスクリーン2台 約２か月 第１四半期

群馬県みどり市 財政課 一般競争入札 解体 旧杲小学校 解体工事 みどり市東町小中地内 校舎２棟　プール一式　用務員室１棟等解体 約６か月 第１四半期

群馬県みどり市 生活環境課 一般競争入札 建築一式 笠懸し尿貯留場改修工事 みどり市笠懸町阿左美地内 改修工事 約６か月 第１四半期



■桐生・みどり地区の発注見通し

桐生・みどり地区:桐生市,みどり市

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，群馬県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸4155号線道路改良工事 みどり市笠懸町阿左美地内 道路改良工事　工事延長L=93.6m 約８か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道1級12号線道路改良工事 みどり市大間々町桐原地内 道路改良工事　工事延長L=93.6m
約１０か

月
第１四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道2級35号線道路改良工事 みどり市東町沢入地内 法面改修工事 約８か月 第１四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道東1351･1363号線道路改良工事 みどり市東町花輪地内 道路改良工事　工事延長L=40m 約５か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 一般競争入札 建築一式 笠懸小学校トイレ改修工事（第1期） みどり市笠懸町鹿地内
校舎西側、屋内運動場

男子トイレ6箇所、女子トイレ6箇所
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 一般競争入札 建築一式 大間々中学校トイレ改修工事（第2期） みどり市大間々町桐原地内
校舎東側、屋内運動場

男子トイレ5箇所、女子トイレ5箇所
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 一般競争入札 建築一式 大間々東中学校トイレ改修工事（第2期） みどり市大間々町大間々地内
北校舎、屋外トイレ

男子トイレ5箇所、女子トイレ5箇所
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 一般競争入札 建築一式 多世代交流館3階改修工事 みどり市大間々町塩原地内
3階部分の改修

建築一式、電気設備一式、給排水設備一式
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 一般競争入札 塗装 笠懸東小学校外壁改修工事 みどり市笠懸町阿左美地内
校舎外壁及び外構洗浄、下地調整、欠損・浮き・クラッ

ク補修、塗装、シーリング打ち替え等
約６か月 第１四半期

群馬県みどり市 教育総務課 一般競争入札 防水 大間々東中学校校舎屋上防水改修工事 みどり市大間々町大間々地内
屋上防水

北校舎804.3㎡
約４か月 第１四半期

群馬県みどり市 農林課 指名競争入札 建築一式 塩原生活改善センター加工所移転先工事 みどり市大間々町塩原地内 多世代交流館内旧ボイラー室改修工事 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 農林課 指名競争入札 土木一式 林道小平座間線改良工事 みどり市大間々町小平地内 落石防護工事　Ｌ＝40ｍ 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 農林課 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート
林道作原沢入線改良工事 みどり市東町沢入地内 法面保護工事　Ｌ＝90ｍ 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 農林課 指名競争入札 舗装 林道小中西山線改良工事 みどり市東町小中地内 路面改良工事　Ｌ＝250ｍ 約２か月 第２四半期

群馬県みどり市 農林課 指名競争入札 舗装 林道塩沢小平線舗装工事 みどり市大間々町小平地内 舗装工事　Ｌ＝800ｍ 約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 水道施設 市営住宅水道メーター交換工事
みどり市大間々町浅原・上神梅・大間々地

内

浅原田中団地Ｅ棟・神梅第2団地Ｄ棟・一丁目上原団

地、水道メーター交換
約４か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 解体 用途廃止住宅解体工事 みどり市大間々町桐原地内 上ノ台団地北(簡易耐火構造1階4戸)、解体 約４か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 塗装 屋根・外壁改修工事 みどり市笠懸町鹿地内 鹿団地Ｆ棟(簡易耐火構造1階4戸)、屋根・外壁改修 約４か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 土木一式 5-1号橋横川橋橋梁補修工事 みどり市東町草木地内 橋梁補修工事 約７か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 土木一式 7-26号橋橋梁補修工事 みどり市東町神戸地内 橋梁補修工事 約７か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 土木一式 7-27号橋神戸橋橋梁補修工事 みどり市東町神戸地内 橋梁補修工事 約７か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 土木一式 下平橋橋梁補修工事 みどり市大間々町小平地内 橋梁補修工事 約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 下水道管渠更生工事 みどり市笠懸町阿左美地内 下水(更生工) HCPφ200 L=100.0m 約４か月 第２四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道大間々3019号線他管渠埋設工事 みどり市大間々町大間々地内 下水(開削工) PRPφ200 L=196.0m 約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道大間々3084号線他管渠埋設工事 みどり市大間々町大間々地内 下水(開削工) PRPφ200 L=205.0m 約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 東市民生活課 指名競争入札 水道施設 花輪浄水場浄水装置更新工事 みどり市東町花輪地内 浄水装置更新 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 東市民生活課 指名競争入札 水道施設 簡易水道計測機器更新工事 みどり市東町地内 計測機器更新 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 東市民生活課 指名競争入札 水道施設 神戸配水池計測機器更新工事 みどり市東町神戸地内 計測機器更新 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 東市民生活課 指名競争入札 水道施設 神戸地区配水管更新工事 みどり市東町神戸地内 配水管更新 約３か月 第２四半期

群馬県みどり市 社会教育課 指名競争入札 屋根 旧神梅小学校体育館屋根改修工事 みどり市大間々町上神梅地内 旧神梅小学校体育館の屋根を改修するもの 約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 文化財課 指名競争入札 建築一式 旧花輪小学校記念館改修工事 みどり市東町花輪地内
電気配線更新、照明のＬＥＤ化、エアコン設置、展示室

改修、外トイレ改修等
約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 富弘美術館 指名競争入札 消防施設 自動火災報知設備更新工事 みどり市東町草木地内 火災報知設備の更新 約３か月 第２四半期



■桐生・みどり地区の発注見通し

桐生・みどり地区:桐生市,みどり市

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、北関東防衛局、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，群馬県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

群馬県みどり市 財政課 一般競争入札 解体 旧花輪小学校特別教室 文書庫解体工事 みどり市東町花輪地内 特別教室・文書庫１棟　渡廊下一式解体 約６か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸1071号線道路改良工事 みどり市笠懸町鹿地内 道路改良工事　工事延長 L=78.7m 約８か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸4110号線道路改良工事 みどり市笠懸町阿左美地内 排水路整備工事　工事延長 L=63.9m
約１０か

月
第２四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸4065号線道路改良工事 みどり市笠懸町阿左美地内 道路改良工事　工事延長L=210.6m 約８か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道2級8号線道路改良工事 みどり市笠懸町久宮地内 道路改良工事　工事延長L=150m 約８か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 桐生大学上流排水区調整池整備工事（№33調整池） みどり市笠懸町阿左美地内 調整池設置工　一式　附帯工　一式 約８か月 第２四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 阿左美排水区調整池整備工事（№36調整池） みどり市笠懸町阿左美地内 調整池設置工　一式　附帯工　一式 約８か月 第２四半期

群馬県みどり市 都市計画課 一般競争入札 土木一式 市道1級7号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町鹿地内 下水(開削工) PRPφ250 L=247.0m 約６か月 第２四半期

群馬県みどり市 都市計画課 一般競争入札 土木一式 市道2級9号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町阿左美地内 下水(開削工) PRPφ200 L=203.0m 約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 都市計画課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸4027号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町阿左美地内 下水(開削工) PRPφ200 L=193.0m 約５か月 第２四半期

群馬県みどり市 社会教育課 一般競争入札 解体 旧花輪小学校体育館解体工事 みどり市東町花輪地内 旧花輪小学校体育館を解体するもの 約６か月 第２四半期

群馬県みどり市 富弘美術館 一般競争入札 建築一式 富弘美術館外部改修工事 みどり市東町草木地内

外壁材、漏水ｻｯｼ取替、パッキン補修、ｻｯｼｶﾞｽｹｯﾄ、屋上

防水端部の補修、剥落耐火材の再塗料、漏水ｻｯｼ取替に

よる仕上げ補修、施工管理業務

約６か月 第２四半期

群馬県みどり市 財政課 指名競争入札 建築一式 大間々庁舎改修工事 みどり市大間々町大間々地内 庁舎内に会議室等を新設 約４か月 第３四半期

群馬県みどり市 農林課 指名競争入札 解体 塩原生活改善センター及び加工所解体工事 みどり市大間々町塩原地内 木造建物解体（実習棟 178㎡、加工所 45㎡） 約３か月 第３四半期

群馬県みどり市 観光課 指名競争入札 電気 ながめ余興場照明設備更新工事 みどり市大間々町大間々地内 ながめ余興場照明設備（舞台照明等）の更新工事 約４か月 第３四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 土木一式 鹿の川沼遊歩道整備工事 みどり市笠懸町阿左美地内 遊歩道整備工事　工事延長　L=80m 約１か月 第３四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道笠懸4019号線舗装工事 みどり市笠懸町阿左美地内 舗装工事　工事延長 L=170m 約３か月 第３四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道笠懸1293号線舗装工事 みどり市笠懸町鹿地内 舗装工事　工事延長L=160m 約４か月 第３四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道笠懸2022号線舗装工事 みどり市笠懸町阿左美地内 舗装工事　工事延長L=103m 約４か月 第３四半期

群馬県みどり市 建設課 指名競争入札 舗装 市道大間々3501号線舗装工事 みどり市大間々町大間々地内 舗装工事　工事延長L=261m 約５か月 第３四半期

群馬県みどり市 都市計画課 指名競争入札 土木一式 市道大間々3337号線他管渠埋設工事 みどり市大間々町大間々地内 下水(開削工) PRPφ200 L=39.0m 約３か月 第３四半期

群馬県みどり市 教育総務課 指名競争入札 解体 ふるさと往来センター解体工事 みどり市大間々町塩原地内 往来センター棟、トイレ棟、外部廊下、遊具の解体工事 約４か月 第３四半期

群馬県みどり市 富弘美術館 指名競争入札 管 空調設備ケミカルフィルター交換工事 みどり市東町草木地内 ケミカルフィルター交換 約３か月 第３四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道2級1号線道路改良工事 みどり市笠懸町鹿地内 道路改良工事　工事延長 L=93.5m 約７か月 第３四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸4116号線道路改良工事 みどり市笠懸町阿左美地内 排水路整備工事　工事延長L=180m
約１０か

月
第３四半期

群馬県みどり市 建設課 一般競争入札 土木一式 木の宮橋、31号橋、宮下橋橋梁補修工事 みどり市大間々町小平外地内 橋梁補修工事 約６か月 第３四半期

群馬県みどり市 都市計画課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸3001号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町鹿地内 下水(開削工) PRPφ200 L=289.0m 約６か月 第３四半期

群馬県みどり市 都市計画課 一般競争入札 土木一式 市道笠懸3014号線他管渠埋設工事 みどり市笠懸町鹿地内 下水(開削工) PRPφ200 L=211.0m 約５か月 第３四半期

群馬県みどり市 東市民生活課 一般競争入札 建築一式 ボルダリング施設整備工事 みどり市東町神戸地内 ボルダリング施設　一式 約４か月 第３四半期


