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■高崎地区の発注見通し

高崎地区:高崎市

○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

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 似手萱林業専用道新設工事（R4補正）

群馬県高崎市倉渕町水沼字水沼国有林208

林班外

延長約300m、幅員3.6m（コンクリート路面工

1,500m2、補強土壁工60m2外）

約１１か

月
第４四半期

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 一般競争入札 維持修繕工事 Ｒ５烏川・神流川維持工事
群馬県佐波郡玉村町五料地先から高崎市下

豊岡地先外

堤防除草工　約１，７００千ｍ２ 

堤防養生工　約８０千ｍ２ 

塵芥処理工　１式 

応急復旧工　１式 

情況把握　１式

約１２か

月

Ｒ４年度 第４四

半期

北関東防衛局 -
総合評価方式

施工能力評価型
電気工事 熊谷外（４）浴場新設等電気その他工事

埼玉県熊谷市

群馬県高崎市

【熊谷】

浴場(ＲＣ造平屋建 約２９０ｍ２)新設に伴う電気、通信

設備工事

【吉井】

試験工場（Ｓ造平屋建　約３９０ｍ２）空調設備更新に

伴う電気設備工事

【新町】

隊舎(ＲＣ造５階建 約５，３００ｍ２)空調設備改修に伴

う電気設備工事

２６か月 １２月９日

北関東防衛局 -
総合評価方式

施工能力評価型
管工事 熊谷外（４）浴場新設等機械工事

埼玉県熊谷市

群馬県高崎市

【熊谷】

浴場(ＲＣ造平屋建 約２９０ｍ２)新設に伴う機械設備工

事

【新町】

隊舎(ＲＣ造５階建 約５，３００ｍ２)改修、隊舎(ＲＣ

造４階建 約４，３００ｍ２)改修に伴う機械設備工事

【吉井】

試験工場(Ｓ造平屋建 約３９０ｍ２)空調設備更新に伴う

機械設備工事

１６か月 １２月９日

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

条件付一般競争

入札方式
舗装 関越自動車道　本庄児玉～水上間舗装補修工事

埼玉県深谷市～群馬県利根郡みなかみ町

群馬県藤岡市～群馬県甘楽郡下仁田町

群馬県高崎市～栃木県足利市

舗装面積　約１２万ｍ２、床版防水　約５千ｍ２、バリ

アフリー工事　１箇所

約２５か

月

令和５年度第２

四半期

★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

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

一般競争入札方

式
通信 関東支社管内　路側無線設備工事

埼玉県川口市～福島県西白河郡西郷村

埼玉県川越市～群馬県高崎市

群馬県藤岡市～長野県長野市

茨城県つくば市～茨城県水戸市

千葉市～茨城県東茨城郡茨城町

群馬県高崎市～茨城県東茨城郡茨城町

千葉県市原市～千葉県木更津市

長野県千曲市

埼玉県鶴ヶ島市～千葉県木更津市

千葉市～千葉県東金市

千葉市

ＥＴＣ設備　約６０箇所

光ケーブル延長　約１１８ｋｍ

約３０か

月
公告済

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

拡大型指名競争

入札方式
道路付属物 関越自動車道　本庄児玉～水上間立入防止柵工事

埼玉県本庄市～群馬県利根郡みなかみ町

群馬県藤岡市～群馬県富岡市

群馬県高崎市～栃木県太田市

立入防止柵設置　約１１ｋｍ
約２０か

月

令和５年度第３

四半期

東日本高速道路

（株）
関東支社 随意契約方式 交通情報設備 関東支社　伝送設備改造工事

埼玉県川口市～福島県西白河郡西郷村

東京都練馬区～群馬県利根郡みなかみ町

群馬県藤岡市～長野県上水内郡信濃町

埼玉県三郷市～福島県いわき市

千葉県市川市～茨城県東茨城郡茨城町

千葉県成田市

千葉県市原市～千葉県木更津市

長野県安曇野市～長野県千曲市

東京都練馬区～千葉県市川市

群馬県高崎市～茨城県水戸市

東京都世田谷区～神奈川県横須賀市

横浜市

横浜市～神奈川県横須賀市

東京都あきる野市～千葉県木更津市

千葉市～千葉県東金市

茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市

東京都江戸川区～千葉市

千葉県富津市～千葉県南房総市

川崎市～千葉県木更津市

東京都千代田区～東京都新宿区

さいたま市

ＩＣ　約８５箇所
約２０か

月

令和５年度第３

四半期

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事 （国）４０６号（権田工区）道路改良工事 高崎市倉渕町権田地内 道路改良工事　Ｌ＝１５０ｍ １０か月

第４四半期（３

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）前橋安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点）　道

路改良工事（４－１工区）
高崎市本郷町地内 道路改良工 １０か月

第４四半期（３

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）前橋安中富岡線　社会資本総合整備　西毛広幹道高崎工

区　市道群馬５－３７号線函渠工
高崎市保渡田町地内 函渠工　Ｗ＝４．０ｍ　Ｈ＝５．６ｍ　Ｌ＝５１．０ｍ １０か月

第４四半期（１

月）
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群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）前橋安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点・補

正）（５か年加速化）道路改良工事その１
高崎市上大島町外地内 道路改良工事　一式 １０か月

第４四半期（３

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）前橋安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点・補

正）（５か年加速化）道路改良工事その２
高崎市下里見町外地内 道路改良工事　一式 １０か月

第４四半期（３

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 土木一式工事
（一）榛名山箕郷線　道路メンテナンス事業（橋梁）　（補

正・５か年加速化）巡礼橋　橋梁補修工事
高崎市箕郷町中野地内　巡礼橋 橋梁補修工 ６か月 ＊

第３四半期（１

２月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）前橋安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点）　道

路改良工事（４－２工区）
高崎市本郷町地内 道路改良工 １０か月

第４四半期（３

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 土木一式工事
（主）高崎東吾妻線外　単独地域道路管理　０県債　管内一円

交通安全（工務第一係・第四係管内）
高崎市箕郷町松之沢外地内

歩車道境界ブロック復旧工Ｌ＝５００ｍ　防護柵設置工

Ｌ＝４００ｍ　車線分離標Ｎ＝１００本
７か月

第４四半期（１

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 土木一式工事 （一）八本松松井田線　単独道路改築事業　道路改良工事 高崎市倉渕町三ノ倉地内
道路改良工事　Ｌ＝６５．０ｍ舗装工Ａ＝４８５．４ｍ

２側溝工Ｌ＝　６４．３ｍ
７か月

第４四半期（２

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（烏）房坂川　事業間連携砂防等事業（通常砂防）（５ヶ年）

２号堰堤工事
高崎市上里見町地先 本堤工　１式 １０か月

第４四半期（２

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 土木一式工事
（烏）花見町１　社会資本総合整備（防災・安全）（火山砂

防）（重点）（５ヶ年）管理用通路工事
高崎市下室田町地先 管理用通路　Ｌ＝１５０ｍ ７か月

第４四半期（３

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 土木一式工事 （主）高崎安中渋川線外　地域道路管理（舗装管内一円） 高崎市箕郷町西明屋外 管内一円舗装補修（旧群馬町、旧箕郷町） １２か月
第４四半期（１

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）高崎駒形線　無電柱化推進計画事業（５カ年加速化）

電線共同溝（分割４号）
高崎市上大類町地内 電線共同溝工事　本体管路Ｌ＝２００ｍ １０か月

第４四半期（３

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 舗装工事
（一）群馬八幡停車場剣崎線　社会資本総合整備（防災・安

全）（地方道舗装）　舗装修繕工事
高崎市八幡町地内 舗装補修工事　Ｌ＝１５０ｍ ５か月 ＊

第４四半期（３

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 舗装工事
（主）高崎安中渋川線　舗装補修工　社会資本総合整備（地方

道）
高崎市沖町外地内 舗装補修工 ５か月 ＊

第４四半期（３

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（都）前橋長瀞線　社会資本整備総合交付金　道路改良工事

（分割２３号）
高崎市綿貫町地内 迂回路工事一式　仮橋設置一式 ９か月

第４四半期（３

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 土木一式工事
（碓）上鼻高沢　社会資本総合整備（防災・安全）（通常砂

防）（重点）　分割３号　砂防堰堤工事
高崎市鼻高町地先

砂防堰堤事業　鋼製堰堤工　ＨＢＢＯ＋型砂防堰堤Ｗ＝

８．５ｔ
８か月

第４四半期（１

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 土木一式工事
（一）金井高崎線（上奥平工区）社会資本総合整備（活力・一

般・補正）（５か年加速化）　補強土壁工事
高崎市吉井町上奥平地内 補強盛土工 ７か月

第４四半期（１

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 電気通信工事
（一）滑川外　河川カメラ設置工事　社会資本総合整備（防

災・安全）
高崎市中室田町外地先 河川監視カメラ　Ｎ＝４基 ７か月

第４四半期（３

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 土木一式工事
（国）２５４号　単独地域道路管理　０県債　管内一円　交通

安全（工務第三係管内）
高崎市吉井町吉井外地内

管内一円（交安）　側溝蓋　Ｎ＝１００枚　ガードレー

ル　Ｌ＝２００ｍ　車線分離標　Ｎ＝１００本　視線誘

導標　Ｎ＝１００本　歩車道境界Ｂ　Ｌ＝１００ｍ

１２か月
第４四半期（２

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 舗装工事
（国）２５４号　単独地域道路管理　工務第三係管内一円（舗

装補修）０県債
高崎市吉井町吉井外地内

管内一円（舗装補修）　パッチング（加熱合材）　８ｔ

パッチング（常温合材）　５ｔ　切削オーバーレイ　Ａ

＝１５０．０ｍ２　オーバーレイ　Ａ＝　１０．０ｍ２

１２か月
第４四半期（２

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 土木一式工事
単独地域道路管理　０県債管内一円交通安全（工務第二係管

内）
高崎市台町　外地内 交通安全施設維持補修等（管内一円） １３か月

第４四半期（１

月）
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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 高崎土木事務所 指名競争入札 土木一式工事
（一）下里見安中線　社会資本総合整備（活力・重点・補正）

（５か年加速化）地盤改良工事
高崎市下里見町地内 地盤改良工事　一式 ９か月

令和５年度　第

１四半期（５

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
舗装工事

（主）前橋安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点・補

正）（５か年加速化）舗装工事（５－１工区）
高崎市上大島町外地内 舗装工事　一式 ６か月

令和５年度　第

２四半期（９

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
舗装工事

（主）前橋安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点・補

正）（５か年加速化）舗装工事（５－２工区）
高崎市下里見町外地内 舗装工事　一式 ６か月

令和５年度　第

２四半期（９

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 電気工事
（主）前橋安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点・補

正）（５か年加速化）烏川橋梁照明工事
高崎市上大島町外地内 照明工事　一式 ６か月

令和５年度　第

２四半期（７

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
舗装工事

（主）前橋安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点・補

正）（５か年加速化）榛名令和大橋橋面舗装工事
高崎市上大島町外地内 防水工事　一式　舗装工事　一式 ７か月

令和５年度　第

２四半期（８

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事

（主）前橋安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点・補

正）（５か年加速化）大型標識工事
高崎市本郷町外地内 大型標識　Ｎ＝８基 ６か月

令和５年度　第

２四半期（７

月）

群馬県 高崎土木事務所 指名競争入札 電気工事
（主）前橋安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点・補

正）（５か年加速化）交差点照明工事
高崎市本郷町外地内 照明工事　一式 ６か月

令和５年度　第

２四半期（７

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）前橋安中富岡線　社会資本総合整備　西毛広幹道（高崎

工区）　道路改良工
高崎市保渡田町地内 道路改良　Ｌ＝１２０ｍ １０か月

令和５年度　第

１四半期（５

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（一）碓氷川　社会資本総合整備（防災・安全）（５か年）

３号樋門工事
高崎市鼻高町地先

ステンレスローラーゲート　Ｎ＝１基管理橋　Ｎ＝１基

条件護岸　Ｌ＝２０ｍ
９か月

令和５年度　第

１四半期（５

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（一）碓氷川　社会資本総合整備（防災・安全）（５か年）

２号樋門工事
高崎市鼻高町地先

ステンレスローラーゲート　Ｎ＝１基管理橋　Ｎ＝１基

条件護岸　Ｌ＝２０ｍ
９か月

令和５年度　第

１四半期（５

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（一）碓氷川　社会資本総合整備（防災・安全）（５か年）

築堤工　分割１０号
高崎市鼻高町地先 築堤工　Ｌ＝６０ｍ ８か月

令和５年度　第

１四半期（４

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（一）碓氷川　社会資本総合整備（防災・安全）（５か年）

築堤工　分割１１号
高崎市鼻高町地先 築堤工　Ｌ＝７０ｍ ８か月

令和５年度　第

１四半期（４

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
舗装工事

（主）前橋安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点）　舗

装工事（４－１工区）
高崎市本郷町地内 舗装工事　一式 ６か月

令和５年度　第

２四半期（９

月）

群馬県 高崎土木事務所
条件付き一般競

争入札
舗装工事

（主）前橋安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点）　舗

装工事（４－２工区）
高崎市本郷町地内 舗装工事　一式 ６か月

令和５年度　第

２四半期（９

月）



■高崎地区の発注見通し

高崎地区:高崎市

○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

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 環状大橋補修工事 高崎市上豊岡町・剣崎町 橋長L＝297．9m伸縮継手工L＝60．0m 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道H－899号線道路改良工事 高崎市倉賀野町 施工延長L＝60m側溝工 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道環状線道路改築工事 高崎市上小塙町 施工延長L＝53m側溝工 約６か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道吉井－馬庭・岩井2号歩道築造工事（第7工区） 高崎市吉井町岩井 施工延長L＝470m縁石工 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 舗装 市道上大類元島名線舗装工事 高崎市矢島町 施工延長L＝100m舗装工 約３か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道新町－2002号線道路改築工事 高崎市新町 施工延長L＝120m側溝工 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道新町－6005号線道路改築工事 高崎市新町 施工延長L＝165m側溝工 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道倉渕－本田大島線道路改良工事 高崎市倉渕町権田 施工延長L＝78．3m側溝工 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 舗装 市道箕郷－2－300号線舗装工事 高崎市箕郷町下芝 施工延長L＝180m舗装工 約３か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 鋼構造物 日光堰排水水門築造工事 高崎市上大類町 施工延長L＝15m水門工、水路工 約６か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 日高遺跡保存整備工事 高崎市日高町 施工延長L＝400m電気設備工 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 八反田排水路築造工事 高崎市上大類町 施工延長L＝100m水路工 約６か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 金ケ崎排水路新設工事 高崎市乗附町 施工延長L＝40m水路工 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道群馬－2－210号線道路改良工事 高崎市引間町 施工延長L＝60m側溝工 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道鼻高上之原線道路改良工事 高崎市鼻高町 施工延長L＝80m側溝工 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部建築住宅課 指名競争入札 管 高崎市消防団群馬方面隊第２分団詰所改築機械設備工事 高崎市足門町 消防団詰所建設に伴う機械設備工事 約７か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部建築住宅課 指名競争入札 建築 高崎市消防団群馬方面隊第２分団詰所改築工事 高崎市足門町 消防団詰所建設工事 約７か月 第２四半期

群馬県高崎市 建設部建築住宅課 指名競争入札 電気 高崎市消防団群馬方面隊第２分団詰所改築電気設備工事 高崎市足門町 消防団詰所建設に伴う電気設備工事 約７か月 第２四半期

群馬県高崎市 都市整備部都市計画課 指名競争入札 土木 新町駅バリアフリートイレ設置工事 高崎市新町 バリアフリートイレ１棟 約６か月 第２四半期

群馬県高崎市 都市整備部区画整理課 指名競争入札 舗装 （都）3・5・72棟高観音寺線道路舗装工事 高崎市棟高町 施工延長L＝60ｍ舗装工 約２か月 第２四半期

群馬県高崎市 都市整備部区画整理課 指名競争入札 舗装 区画道路3号線舗装工事 高崎市下之城町 施工延長L＝50．0m舗装工 約３か月 第２四半期

群馬県高崎市 都市整備部都市施設課 指名競争入札 土木 市道浜川運動公園通り線（仮称）道路改良工事 高崎市浜川町
施工延長Ｌ＝１２０ｍ排水構造物工Ｌ＝１７０ｍ　車道

舗装Ａ＝６５０ｍ2
約６か月 第２四半期

群馬県高崎市
高崎工業団地造成組合

事務局
指名競争入札 造園 高崎354複合産業団地地被類植栽工事（１工区） 高崎市柴崎町 高木植栽工N＝45本　張芝工A＝2823．0ｍ2 約７か月 第２四半期

群馬県高崎市
高崎工業団地造成組合

事務局
指名競争入札 造園 高崎354複合産業団地地被類植栽工事（２工区） 高崎市柴崎町 高木植栽工N＝34本　張芝工A＝2018．0ｍ2 約７か月 第２四半期

群馬県高崎市
高崎工業団地造成組合

事務局
指名競争入札 造園 高崎354複合産業団地地被類植栽工事（３工区） 高崎市柴崎町 高木植栽工N＝32本　張芝工A＝2530．0ｍ2 約７か月 第２四半期

群馬県高崎市
高崎工業団地造成組合

事務局
指名競争入札 造園 高崎354複合産業団地地被類植栽工事（４工区） 高崎市柴崎町 高木植栽工N＝27本　張芝工A＝2375．0ｍ2 約７か月 第２四半期

群馬県高崎市
高崎工業団地造成組合

事務局
指名競争入札 造園 高崎354複合産業団地地被類植栽工事（５工区） 高崎市柴崎町 高木植栽工N＝35本　張芝工A＝3662．0ｍ2 約７か月 第２四半期

群馬県高崎市
高崎工業団地造成組合

事務局
指名競争入札 造園 高崎354複合産業団地地被類植栽工事（６工区） 高崎市柴崎町 高木植栽工N＝4本　張芝工A＝2152．0ｍ2 約７か月 第２四半期

群馬県高崎市
高崎工業団地造成組合

事務局
指名競争入札 造園 高崎354複合産業団地地被類植栽工事（７工区） 高崎市柴崎町 高木植栽工N＝5本　張芝工A＝2809．0ｍ2 約７か月 第２四半期

群馬県高崎市
高崎工業団地造成組合

事務局
指名競争入札 とび・土工 高崎354複合産業団地遊具設置工事 高崎市柴崎町 遊具設置工一式 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市
高崎工業団地造成組合

事務局
指名競争入札 造園 高崎複合産業団地西地区地被類植栽工事 高崎市宿大類町 張芝工A＝618ｍ2 約３か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市箕郷町柏木沢 HPPEφ50ｍｍＬ＝180ｍ 約４か月 第２四半期



■高崎地区の発注見通し

高崎地区:高崎市

○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

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市吉井町吉井 HPPEφ100ｍｍＬ＝80ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 舗装 舗装復旧工事 高崎市足門町 Ａ＝1200ｍ2 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市鼻高町 HPPEφ150ｍｍＬ＝140ｍ 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市乗附町 HPPEφ75ｍｍＬ＝150ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市棟高町 HPPEφ75ｍｍＬ＝230ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市上里見町 HPPEφ75ｍｍＬ＝250ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市上滝町 HPPEφ100㎜　L＝170m 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 舗装 舗装復旧工事 高崎市井出町 Ａ＝1100ｍ2 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市上豊岡町 HPPEφ100㎜　L＝170m 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局浄水課 指名競争入札 電気 乗附配水池配水流量計更新工事 高崎市乗附町
超音波流量計1測線式φ150１組、超音波流量計1測線式

φ200１組、超音波流量計1測線式φ100１組
約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市中尾町・井野町 HPPEφ150ｍｍＬ＝130ｍHPPEφ100ｍｍＬ＝20ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局浄水課 一般競争入札 土木 八束浄水場天日乾燥床フェンス設置工事 高崎市吉井町塩
目隠しフェンスH1．5ｍＬ＝50ｍ、小型擁壁H0．5～

0．6ｍＬ＝50ｍ
約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局浄水課 指名競争入札 水道施設 室田第６水源取水ポンプ更新工事 高崎市下室田町

支給品深井戸水中ポンプφ80×0．4m3×105ｍ×15kw

×200V１台、揚水管SUSφ80×2750×32本、井戸内部

カメラ調査一式

約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市南大類町 HPPEφ100㎜　L＝90ｍ 約３か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市吉井町岩井 HPPEφ150ｍｍＬ＝170ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市新町 HPPEφ75ｍｍＬ＝110ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 舗装 舗装復旧工事 高崎市緑町二丁目 Ａ＝1300ｍ2 約３か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局浄水課 指名競争入札 水道施設 高浜第１水源取水ポンプ更新工事 高崎市宮沢町

支給品深井戸水中ポンプφ65×0．225m3×103ｍ×7．

5kw×200V１台、揚水管SUSφ65×2750×19本、井戸

内部カメラ調査一式

約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市箕郷町生原 HPPEφ75ｍｍＬ＝240ｍ 約６か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市本郷町 HPPEφ100ｍｍＬ＝130ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市足門町 HPPEφ200ｍｍＬ＝200ｍ 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市箕郷町上芝 HPPEφ150ｍｍＬ＝120ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市白岩町 HPPEφ100ｍｍＬ＝105ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市箕郷町柏木沢 HPPEφ100ｍｍＬ＝35ｍHPPEφ75ｍｍＬ＝135ｍ 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市吉井町上奥平 HPPEφ100ｍｍＬ＝20ｍ河川横断φ100ｍｍＬ＝15ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市岩鼻町 HPPEφ100㎜　L＝120m 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市下之城町 HPPEφ100㎜　L＝110m 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設替工事 高崎市中尾町 HPPEφ100ｍｍＬ＝180ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局浄水課 指名競争入札 電気 中室田簡易水道上ノ原浄水場配水流量計更新外工事 高崎市上室田町

超音波流量計2測線式φ150１組、支給品深井戸水中ポン

プφ80×0．57m3×120ｍ×18．5kw×200V１台、既設

揚水管再設置NCφ80×2750×32本

約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市下滝町 HPPEφ100㎜　L＝60m 約３か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局浄水課 指名競争入札 電気 乗附系統監視システム更新工事 高崎市乗附町 親局サーバ装置一式、監視端末１組、子局装置７組 約７か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市上里見町 DIPφ200mm　L＝140m 約５か月 第２四半期



■高崎地区の発注見通し

高崎地区:高崎市

○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

群馬県高崎市 水道局浄水課 指名競争入札 水道施設 宮沢浄水場取水ポンプ更新工事 高崎市宮沢町

支給品深井戸水中ポンプφ80×0．57m3×120ｍ×18．

5kw×200V１台、既設揚水管再設置SUSφ80×2750×

38本、井戸内部カメラ調査一式

約３か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市萩原町 HPPEφ150㎜　L＝40m 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市上中居町 HPPEφ75㎜　L＝180m 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局施設課 指名競争入札 機械器具設置
城南水処理センター最終沈殿池No．２・３返送汚泥ポンプ更

新工事
高崎市和田多中町 返送汚泥ポンプ更新２台 約８か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市町屋町 φ200ｍｍＬ＝100．0ｍ 約３か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市中豊岡町・下豊岡町 φ200ｍｍＬ＝195．0ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市日高町 φ200ｍｍＬ＝180．0ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市上滝町 φ200ｍｍＬ＝170．0ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市下小塙町 φ200ｍｍＬ＝210．0ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市我峰町 φ200ｍｍＬ＝365．0ｍ 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市下小塙町 φ200ｍｍＬ＝200．0ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市鼻高町 φ200ｍｍＬ＝315．0ｍ 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市我峰町・沖町 φ200ｍｍＬ＝110．0ｍ 約３か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市箕郷町上芝 φ200ｍｍＬ＝95．0ｍ 約３か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市菅谷町 φ200ｍｍＬ＝390．0ｍ 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 ほ装 舗装工事 高崎市足門町 Ｌ＝160．0ｍＡ＝960ｍ2 約３か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市島野町 φ200ｍｍＬ＝350．0ｍ 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市中島町 φ200ｍｍＬ＝225．0ｍ 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局施設課 指名競争入札 電気 吉兵衛堀ポンプ場高圧機器更新工事（その２） 高崎市常盤町 引込開閉器、引込受電盤内機器１式 約８か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局施設課 指名競争入札 防水 阿久津水処理センターＡ系水処理棟屋根防水工事 高崎市阿久津町 防水工事１式 約６か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市上小塙町 φ200ｍｍＬ＝210．0ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市棟高町 φ200ｍｍＬ＝130．0ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市日高町 φ200ｍｍＬ＝310．0ｍ 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局施設課 指名競争入札 機械器具設置
阿久津水処理センターＡ系水処理施設汚水ポンプ吐出流量計更

新工事
高崎市阿久津町 超音波流量計１台 約８か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市新町 φ2200ｍｍＬ＝118．0ｍ 約８か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局施設課 指名競争入札 電気 高崎地域ポンプ場監視装置ＬＴＥ回線化工事 高崎市一円 ＬＴＥ回線機器１式（４８箇所） 約７か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市新保田中町 φ200ｍｍＬ＝195．0ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市京目町 φ200ｍｍＬ＝330．0ｍ 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市若田町 φ200ｍｍＬ＝365．0ｍ 約５か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市本郷町 φ400ｍｍ（推進工事）Ｌ＝63．0m 約７か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市吉井町本郷 φ200ｍｍＬ＝242．0ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 舗装工事 高崎市新保田中町 Ｌ＝520．0ｍＡ＝2080ｍ2 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 ほ装 舗装工事 高崎市箕郷町下芝 Ｌ＝625．0ｍＡ＝2627ｍ2 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市箕郷町下芝 φ200ｍｍＬ＝370．0ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局施設課 指名競争入札 電気 雨水滞水池水位計更新工事 高崎市和田多中町 水位計（投込式）１台 約６か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市上滝町 φ200ｍｍＬ＝104．0ｍ 約３か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市中大類町 φ200ｍｍＬ＝219．0ｍ 約４か月 第２四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 ほ装 舗装工事 高崎市吉井町本郷 Ｌ＝590．0ｍＡ＝2450ｍ2 約４か月 第２四半期



■高崎地区の発注見通し

高崎地区:高崎市

○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

群馬県高崎市 農政部田園整備課 指名競争入札 鋼構造物 五反堰水門整備補修工事 高崎市矢島町 ゲート整備補修 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 農政部田園整備課 指名競争入札 土木 上ノ久保地区水路改築工事 高崎市倉渕町権田 水路工450×450600×600L＝400m 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 農政部田園整備課 指名競争入札 土木 村西地区水路改築工事 高崎市正観寺町 水路工400×300400×500L＝400m 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 農政部田園整備課 指名競争入札 鋼構造物 田中下堰水門整備補修工事 高崎市新保田中町 起伏ゲート整備補修 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道I－559号線道路改築工事 高崎市山名町 施工延長L＝80m側溝工 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道吉井－坂口・中奥平線道路改良工事 高崎市吉井町上奥平 施工延長L＝50mブロック積工 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道吉井－小串・小暮線道路改良工事 高崎市吉井町小暮 施工延長L＝100m側溝工 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道吉井－大宮・上河原線道路改良工事 高崎市吉井町池 施工延長L＝100m側溝工 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 舗装 市道吉井－南陽台幹線1号舗装工事 高崎市吉井町南陽台 施工延長L＝100m舗装工 約３か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道群馬－1－277号線道路改築工事 高崎市足門町 施工延長L＝40m側溝工 約３か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道群馬－2－318号線道路改築工事 高崎市金古町 施工延長L＝120m側溝工 約３か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道群馬－5－191号線道路改良工事 高崎市保渡田町 施工延長L＝50m側溝工、擁壁工 約３か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道榛名－2－246号線改良工事 高崎市中室田町 施工延長L＝100m側溝工、舗装工 約２か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道箕郷－3－22号線道路改良工事 高崎市箕郷町東明屋 施工延長L＝100m側溝工 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 鋼構造物 倉賀野堰第1排水水門改築工事 高崎市上中居町 施工延長L＝10m水門工 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 浜尻陸橋補修工事 高崎市浜尻町・貝沢町 橋長L＝185．0m伸縮継手工L＝28．0m 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 龍門寺水路改築工事 高崎市箕郷町東明屋 施工延長L＝110m側溝工 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道A－449号線道路改築工事 高崎市北通町・田町 施工延長L＝80m側溝工 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 舗装 市道A－629号線舗装工事 高崎市通町 施工延長L＝60m舗装工 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 舗装 市道吉井－常光寺・宿1号外1線舗装工事 高崎市吉井町馬庭 施工延長L＝300m舗装工 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 市道吉井－町附3号外2線道路改良工事 高崎市吉井町下長根 施工延長L＝200m側溝工 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 舗装 市道吉井－馬庭・岩井2号線舗装工事 高崎市吉井町岩井 施工延長L＝300m舗装工 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 舗装 市道榛名－111号線舗装工事 高崎市高浜町・宮沢町 施工延長L＝250m舗装工 約２か月 第３四半期

群馬県高崎市 都市整備部区画整理課 指名競争入札 土木 27街区既設道路撤去工事 高崎市下之城町 施工延長L＝60．0ｍ既設管撤去工 約３か月 第３四半期

群馬県高崎市 都市整備部区画整理課 指名競争入札 舗装 （都）3・4・54号下之城1号線道路舗装工事 高崎市下之城町 施工延長L＝250．0ｍ舗装工 約６か月 第３四半期

群馬県高崎市 都市整備部区画整理課 指名競争入札 鋼構造物 五貫堀水路水門築造工事 高崎市倉賀野町 水門工一式 約６か月 第３四半期

群馬県高崎市 都市整備部都市施設課 指名競争入札 土木 都市計画道路３・４・２３宿横手大沢線道路築造工事 高崎市西横手町・宿横手町

施工延長Ｌ＝１９０ｍ擁壁工Ｌ＝１１０ｍ側溝工Ｌ＝２

３０ｍ　車道舗装工Ａ＝１１００ｍ2歩道舗装工Ａ＝１

０００ｍ2

約６か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市棟高町 HPPEφ100㎜　L＝120m 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市菅谷町 HPPEφ75㎜　L＝190m 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市上大島町 HPPEφ50mm　L＝100m 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市上大島町 HPPEφ75mm　L＝100m 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市新保田中町 HPPEφ100㎜　L＝180m 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市沖町 HPPEφ100㎜　L＝20m 約３か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市若田町 HPPEφ100mm　L＝130ｍ 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市棟高町 HPPEφ100mm　L＝230m 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市下之城町 HPPEφ100㎜　L＝140m 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市箕郷町下芝 HPPEφ75㎜　L＝130m 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市吉井町吉井川 HPPEφ75mm　L＝30m 約３か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市綿貫町 HPPEφ100mm　L＝100ｍ 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市我峰町 HPPEφ75㎜　L＝180m 約４か月 第３四半期



■高崎地区の発注見通し

高崎地区:高崎市

○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

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市新町 HPPEφ100mm　L＝30m 約３か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市吉井町本郷 HPPEφ75mm　L＝40m 約３か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市吉井町池 HPPEφ75mm　L＝50m 約３か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市乗附町 HPPEφ100㎜　L＝170m 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市西横手町 HPPEφ75㎜　L＝85m 約３か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市上大類町 HPPEφ100㎜　L＝30m 約３か月 第３四半期

群馬県高崎市 水道局工務課 指名競争入札 水道施設 配水管布設工事 高崎市中大類町 HPPEφ50㎜　L＝60m 約３か月 第３四半期

群馬県高崎市 下水道局維持管理課 指名競争入札 土木 下水道管更生工事 高崎市下佐野町 管更生工L＝200m 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 下水道局施設課 指名競争入札 機械器具設置 戸崎ポンプ場ポンプ更新工事 高崎市新町 水中汚水ポンプ更新２台 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市上里見町 φ200ｍｍＬ＝140．0ｍ 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 下水道局維持管理課 指名競争入札 土木 下水道管更生工事 高崎市問屋町一丁目・問屋町二丁目 管更生工L＝350m 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 下水道局維持管理課 指名競争入札 土木 下水道管更生工事 高崎市新町 管更生工L＝80m 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 ほ装 舗装工事 高崎市八幡町 Ｌ＝335．0ｍＡ＝1221ｍ2 約３か月 第３四半期

群馬県高崎市 下水道局施設課 指名競争入札 機械器具設置 下鏑川岸ポンプ場ポンプ更新工事 高崎市吉井町吉井 水中汚水ポンプ更新２台 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 下水道局施設課 指名競争入札 機械器具設置 榛名９号ポンプ場ポンプ更新工事 高崎市中里見町 水中汚水ポンプ更新２台 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 下水道局維持管理課 指名競争入札 土木 下水道管更生工事 高崎市萩原町 管更生工L＝200m 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 下水道局維持管理課 指名競争入札 土木 下水道管路施設長寿命化対策工事
高崎市本町・椿町・九蔵町・北通町・田

町・弓町
長寿命化対策工L＝470m 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 下水道局維持管理課 指名競争入札 土木 下水道管路施設長寿命化対策工事
高崎市成田町・末広町・本町・山田町・高

砂町・椿町
長寿命化対策工L＝520m 約５か月 第３四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 土木 下水道管布設工事 高崎市下大島町 φ200ｍｍＬ＝240．0ｍ 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 下水道局整備課 指名競争入札 ほ装 舗装工事 高崎市南大類町 Ｌ＝520．0ｍＡ＝2500ｍ2 約４か月 第３四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 舗装 市道箕郷－3－359号線舗装工事 高崎市箕郷町東明屋 施工延長L＝180m舗装工 約３か月 第４四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 一般競争入札 土木 （仮称）高崎市児童相談所雨水貯留槽設置工事 高崎市問屋町四丁目
コンクリート貯留槽工一式、プラスチック貯留槽一式、

水門設置工一式

約１２か

月
第４四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 管 （仮称）高崎市児童相談所排水施設整備工事 高崎市問屋町四丁目 排水ポンプ２台、引込開閉基盤１面、ポンプ制御盤１面
約１２か

月
第４四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 電気 阿久津地区排水施設設備工事 高崎市阿久津町 水中雨水ポンプ１基 約７か月 第４四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 土木 阿久津地区排水施設築造工事 高崎市阿久津町 ポンプピット築造工一式、吐出管φ450㎜一式 約７か月 第４四半期

群馬県高崎市 建設部土木課 指名競争入札 鋼構造物 新井団地堰上水門築造工事 高崎市下小塙町 水門工１門 約５か月 第４四半期

群馬県高崎市 建設部建築住宅課 指名競争入札 とび・土工
高崎経済大学附属高等学校第２グラウンド防球フェンス設置工

事
高崎市浜川町1359番地 防球フェンス設置　設置長さ10．0ｍ 約３か月 第４四半期

群馬県高崎市 建設部建築住宅課 指名競争入札 防水 高崎市立下里見小学校プール防水改修工事 高崎市下里見町 プール塩ビ系シート防水改修460m3程度 約４か月 第４四半期

群馬県高崎市 建設部建築住宅課 指名競争入札 防水 高崎市立中室田小学校プール防水改修工事 高崎市中室田町 プール塩ビ系シート防水改修455m3程度 約４か月 第４四半期

群馬県高崎市 建設部建築住宅課 指名競争入札 管 障害者農業就労施設ビニールハウス等建設機械設備工事 高崎市倉渕町川浦 ビニールハウス棟等機械設備工事 約９か月 第４四半期

群馬県高崎市 建設部建築住宅課 一般競争入札 建築 障害者農業就労施設ビニールハウス等建設工事 高崎市倉渕町川浦 ビニールハウス棟等1050m2程度 約９か月 第４四半期

群馬県高崎市 建設部建築住宅課 指名競争入札 電気 障害者農業就労施設ビニールハウス等建設電気設備工事 高崎市倉渕町川浦 ビニールハウス棟等電気設備工事 約９か月 第４四半期

群馬県高崎市 建設部建築住宅課 指名競争入札 防水 榛名文化会館小ホール屋上防水工事 高崎市上里見町 塩ビ系シート防水200m3程度 約３か月 第４四半期

群馬県高崎市
都市整備部市街地整備

課
指名競争入札 土木 高崎市労使会館舗装等撤去工事 高崎市東町 舗装版撤去A＝1459．4㎡　舗装版切断L＝122．6ｍ 約２か月 第４四半期


