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■富岡地区の発注見通し

富岡地区:富岡市,下仁田町,南牧村,甘楽町

○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

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

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

一般競争入札方

式
橋梁補修 上信越自動車道　遠入川橋耐震補強工事 群馬県富岡市～群馬県安中市

耐震補強　約５橋（支承取替　約２５箇所、支承補強

約５基、制震構造　約１０基、落橋防止構造　約２０箇

所、当て板補強　約１２０ｔ、橋脚補強　約５基）

約３０か

月

令和５年度第１

四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
高崎（管）

拡大型指名競争

入札方式
建築 上信越自動車道　甘楽ＰＡ清掃員詰所新築工事 群馬県甘楽郡甘楽町 清掃員詰所　２棟（約３０ｍ２） 約５か月 第４四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
高崎（管） 随意契約方式 建築 関越自動車道　上里ＳＡ障がい者用駐車ます上屋改築工事 埼玉県本庄市～群馬県富岡市

障がい者用駐車ます上屋　２棟（約３００ｍ２）、二輪

車専用駐車ます上屋　２棟（約４０ｍ２）

約１５か

月
公告済

東日本高速道路

（株）関東支社
佐久（管）

拡大型指名競争

入札方式
管 上信越自動車道　富岡ＩＣ自家発電設備燃料槽増設工事 群馬県富岡市～群馬県安中市 自家発電設備燃料槽（ＩＣ　４箇所）

約１０か

月
第４四半期

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 上信越自動車道　佐久管理事務所管内立入防止柵工事 群馬県富岡市～長野県埴科郡坂城町 立入防止柵設置　約１０ｋｍ

約１５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～水上間中分防護柵改良工事

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
中央分離防護柵撤去設置　約７ｋｍ

約２０か

月
第４四半期

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
関東支社

条件付一般競争

入札方式
交通情報設備 上信越自動車道　佐久ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事 群馬県富岡市～長野県埴科郡坂城町 可変式道路情報板　約６５面

約３５か

月

令和５年度第１

四半期

群馬県 富岡土木事務所
公募型プロポー

ザル
電気通信工事

（ダ）道平川ダム　補助公共　ダムメンテナンス　管理設備等

更新工事
甘楽郡　下仁田町大字南野牧地先 管理設備等更新工事 ７か月

第４四半期（３

月）

群馬県 富岡土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（一）安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点・補正）

分割７号
富岡市上高尾地内 掘削工Ｖ＝３，０００ｍ３

１０か月

＊

第４四半期（２

月）

群馬県 富岡土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（国）２５４号　社会資本総合整備（国土強靱化）（防災・安

全）
甘楽郡　下仁田町大字下仁田地内 道路改良　Ｌ＝１００ｍ ８か月 ＊

第３四半期（１

２月）

群馬県 富岡土木事務所 指名競争入札 土木一式工事 （主）下仁田軽井沢線単独道路改築事業 甘楽郡　下仁田町大字西野牧地内 道路改良工　Ｌ＝１００．０ｍ ８か月 ＊
第４四半期（１

月）

群馬県 富岡土木事務所
条件付き一般競

争入札
鋼構造物工事

（国）２５４号　道路メンテナンス事業（横断歩道橋）５カ年

加速化　歩道橋維持修繕補修（分割２号）
富岡市富岡地内 歩道橋塗装塗り替え工 ２か月 ＊

第４四半期（２

月）

群馬県 富岡土木事務所 指名競争入札 土木一式工事 （一）宇田磯部停車場線　単独道路改築事業 富岡市妙義町下高田地内 旧道移管 ８か月
第４四半期（３

月）

群馬県 富岡土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（一）丹生川　単独河川改修（緊急自然災害防止対策）　分割

５号
富岡市下丹生地先 築堤護岸工 ８か月 ＊

第４四半期（２

月）

群馬県 富岡土木事務所 指名競争入札 舗装工事 （国）２５４号旧道　単独道路維持修繕（適管債） 甘楽郡　下仁田町大字南野牧地内 切削オーバーレイＡ＝２５０．０ｍ２ ４か月 ＊
第４四半期（２

月）

群馬県 富岡土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（一）蚊沼川　社会資本総合整備（防災・安全）（５か年）

蚊沼川放水路整備（分割７号）
富岡市神成地先 放流施設工　Ｌ＝２３．９ｍ ９か月

第４四半期（３

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 富岡土木事務所 指名競争入札 土木一式工事 （一）大牛川　単独災害復旧事業 富岡市妙義町北山地先

（一）大牛川　復旧延長Ｌ＝１２．０ｍ　裏込材埋戻し

Ｖ＝２５．１ｍ３　河床張りコンＬ＝１２．０ｍ　仮設

工　一式

５か月
第４四半期（１

月）

群馬県 富岡土木事務所 指名競争入札 土木一式工事 （一）浅香入川・（一）野上川　単独災害復旧事業 富岡市大島外地先

（一）浅香入川　復旧延長Ｌ＝４０．０ｍ　裏込材埋戻

しＶ＝５２．０ｍ３　（一）野上川　復旧延長Ｌ＝１

０．０ｍ　ブロック積Ａ＝２８．０ｍ２

６か月
第４四半期（１

月）

群馬県 富岡土木事務所 指名競争入札 電気通信工事
（ダ）道平川ダム　補助公共　ダムメンテナンス　地震観測装

置更新工事
甘楽郡　下仁田町大字南野牧地先

地震観測装置更新工事　強震観測装置　Ｎ＝１台　感震

器　Ｎ＝２台
３か月

第４四半期（１

月）

群馬県 富岡土木事務所 指名競争入札 舗装工事 （主）富岡神流線　無電柱化推進計画事業 富岡市富岡地内 表層工 ６か月 ＊
第４四半期（１

月）

群馬県 富岡土木事務所 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
単独道路改築事業　中野谷富岡線（機足坂工区）分割１号 富岡市上黒岩地内 道路改良５０ｍ ８か月 ＊

第４四半期（２

月）

群馬県 富岡土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（一）安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点・補正）

分割８号
富岡市上高尾地内 盛土工Ｖ＝１０，０００ｍ３ ９か月 ＊

第４四半期（２

月）

群馬県 富岡土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（一）安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点・補正）

分割９号
富岡市上高尾地内 道路改良工 ９か月 ＊

第４四半期（２

月）

群馬県 富岡土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（一）安中富岡線　社会資本総合整備（活力・重点・補正）

分割１０号
富岡市上高尾地内 地盤改良工（中層混合）Ｖ＝８，０００．０ｍ３

１０か月

＊

第４四半期（２

月）

群馬県 富岡土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（一）鏑川　単独河川改修事業（緊急自然災害防止対策）　分

割１号
富岡市田篠地先 護岸嵩上げＬ＝２２０ｍ ９か月 ＊

第４四半期（２

月）

群馬県 富岡土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（一）鏑川　単独河川改修事業（緊急自然災害防止対策）　分

割２号
富岡市田篠地先 道路改良工Ｌ＝１８０ｍ ８か月 ＊

第４四半期（２

月）

群馬県 富岡土木事務所
条件付き一般競

争入札
舗装工事 （主）富岡神流線　無電柱化推進計画事業（仲町通り） 富岡市富岡地内 歩道舗装工 ７か月 ＊

第４四半期（２

月）

群馬県 富岡土木事務所 指名競争入札 土木一式工事 （鏑）青倉川　砂防メンテナンス事業（砂防）（５ヶ年） 甘楽郡　下仁田町大字青倉地先 青倉２号堰堤　副堤腹付工　Ｖ＝３４８．６ｍ３ ８か月 ＊
第４四半期（３

月）

群馬県 富岡土木事務所 指名競争入札 電気通信工事
（ダ）道平川ダム　社会資本総合整備（防災・安全）（５か

年）　取水ダム規則操作盤等更新工事
甘楽郡　下仁田町大字南野牧地先 取水ダム規則操作盤更新　Ｎ＝３基 ５か月

第４四半期（１

月）

群馬県 富岡土木事務所 指名競争入札 土木一式工事 （一）大牛川外　単独災害復旧事業 富岡市妙義町岳外地先

（一）大牛川（１工区）　復旧延長Ｌ＝２０ｍ　（一）

大牛川（２工区）　復旧延長Ｌ＝１９ｍ　（一）北山川

復旧延長Ｌ＝６ｍ

６か月 ＊
第４四半期（１

月）

群馬県 富岡土木事務所 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）交通安全施設

補修・管内一円
甘楽郡　下仁田町大字南野牧外地内 管内一円　交安施設補修　一式 ７か月

第４四半期（２

月）

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

舗装補修
富岡市富岡外地内

オーバーレイ工（車道）　Ａ＝１，６００ｍ２　オー

バーレイ工（歩道）　Ａ＝３００ｍ２　区画線工（実

線）　Ｌ＝５００ｍ　路面切削工　Ａ＝３００ｍ２

１２か月
第４四半期（２

月）

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

交通安全施設補修
富岡市富岡外地内

側溝工　Ｌ＝１００ｍ　路側防護柵　Ｌ＝１００ｍ　縁

石工　Ｌ＝１００ｍ　視線誘導標　Ｎ＝４０本
１２か月

第４四半期（２

月）

群馬県 富岡土木事務所
条件付き一般競

争入札
土木一式工事

（主）下仁田上野線　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）
甘楽郡　下仁田町大字千原地内 道路改良　Ｌ＝１５０ｍ ９か月 ＊

令和５年度　第

１四半期（５

月）
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群馬県 富岡土木事務所 指名競争入札 土木一式工事
（主）下仁田軽井沢線　社会資本総合整備（活力・一般・補

正）（５か年加速化）
甘楽郡　下仁田町大字西野牧地内 道路改良　Ｌ＝２００ｍ ９か月 ＊

令和５年度　第

１四半期（５

月）

群馬県 富岡土木事務所
条件付き一般競

争入札

とび・土工・コンク

リート工事

（主）下仁田臼田線　社会資本総合整備（防災・安全）（地方

道防災）（５カ年加速化）
甘楽郡　南牧村大字羽沢地内 落石対策工　一式 ９か月 ＊

令和５年度　第

１四半期（５

月）

群馬県 富岡土木事務所 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事

（主）下仁田臼田線　社会資本総合整備（防災・安全）（地方

道防災）（５カ年加速化）
甘楽郡　南牧村大字羽沢地内 落石対策工　一式 ８か月 ＊

令和５年度　第

１四半期（６

月）

群馬県 富岡土木事務所 指名競争入札 土木一式工事 （鏑）桑本沢　単独砂防維持管理事業 甘楽郡　下仁田町大字青倉地先 三面張河床修繕　一式 ５か月 ＊

令和５年度　第

１四半期（４

月）

群馬県富岡市 総務部地域づくり課 指名競争入札 建築 富岡公民館屋上等防水工事 富岡市富岡地内
ウレタン塗膜防水工事　一式

屋上：203.6㎡、２Ｆベランダ：29.3㎡
５か月 ９月下旬

群馬県富岡市 総務部地域づくり課 指名競争入札 電気 高瀬公民館ＬＥＤ照明交換工事 富岡市中高瀬地内
館内照明器具ＬＥＤ交換工事　一式

１階：72台、２階：54台
３か月 ７月下旬

群馬県富岡市 市民生活部市民課 指名競争入札 土木 富岡霊園内道路路肩補修工事 富岡市上黒岩地内
路肩補修工事　一式

延長　L=34.3ｍ
２か月 １１月下旬

群馬県富岡市 市民生活部市民課 随意契約 機械設備 かぶら聖苑火葬炉設備修繕工事 富岡市上黒岩地内

・台車ブロック交換

　(ろ号・は号炉・動物炉)

・主燃炉バーナーフレームコーン交換

　(ろ号・は号・に号炉)

・火葬炉全体積替(に号炉)

２か月 ６月上旬

群馬県富岡市 市民生活部文化課 指名競争入札 機械設備
富岡市美術博物館２次冷温水ポンプ・熱源機台数制御コント

ローラ更新工事
富岡市黒川地内

２次冷温水ポンプ・台数制御コントローラ更新工事　一

式
未定 ７月

群馬県富岡市 市民生活部文化課 指名競争入札 電気 富岡市美術博物館消防設備修繕工事 富岡市黒川地内 屋内消火栓設備・誘導灯及び誘導標識設備の修繕　一式 未定 ８月下旬

群馬県富岡市 市民生活部スポーツ課 指名競争入札 土木 北部運動公園陸上競技場カメラシステム整備工事 富岡市上黒岩地内 カメラシステム及びカメラ塔新設工事　一式 ８か月 ７月

群馬県富岡市 市民生活部スポーツ課 指名競争入札 土木 北部運動公園多目的球技場改良工事 富岡市上黒岩地内 駐車場整備を中心とした工事一式 ６か月 ７月

群馬県富岡市
世界遺産観光部富岡製

糸場課
指名競争入札 建築 史跡旧富岡製糸場乾燥場他保存整備（一般）工事 富岡市富岡地内 基礎工事、解体格納工事、木工事、構造補強工事 １０か月 ５月下旬

群馬県富岡市
世界遺産観光部富岡製

糸場課
随意契約 建築 史跡旧富岡製糸場乾燥場他保存整備（災害）工事 富岡市富岡地内 基礎工事、解体格納工事、木工事、構造補強工事 ８か月 ７月下旬

群馬県富岡市
世界遺産観光部富岡製

糸場課
随意契約 建築 国宝旧富岡製糸場東置繭所外部階段撤去工事 富岡市富岡地内 外部階段解体工事　一式 ４か月 未定

群馬県富岡市
世界遺産観光部観光交

流課
指名競争入札 電気 妙義ふるさと美術館改修工事 富岡市妙義町妙義地内

Wi-Fi設置、プロジェクター設置、洗い場設置（館内、

館外）２ヵ所、庭園エリアの芝張り
５か月 ９月下旬

群馬県富岡市
世界遺産観光部観光交

流課
指名競争入札 土木 看板等設置工事 富岡市妙義町妙義外地内 既存看板及び案内サイン改修工事　13ヵ所 ３か月 ９月下旬

群馬県富岡市 経済産業部土地改良課 未定 土木 上の平ため池廃止工事 富岡市桑原地内 埋戻し工　V≒1,000㎥ 未定 未定

群馬県富岡市 経済産業部土地改良課 指名競争入札 土木 諏訪地区外砕石敷均し工事 富岡市一ノ宮外地内
敷砂利工　L≒740m

排水路工(300×300) L≒165m
３か月 ５月下旬



■富岡地区の発注見通し

富岡地区:富岡市,下仁田町,南牧村,甘楽町

○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

群馬県富岡市 経済産業部土地改良課 指名競争入札 土木 上高瀬地区排水路改修工事 富岡市上高瀬地内
排水路工(1200×1200) L≒20m

水門工　１基
８か月 ７月下旬

群馬県富岡市 経済産業部土地改良課 指名競争入札 土木 中村地区排水路改修工事 富岡市黒川地内
排水路工(500×500) L≒90m

水門工　１基
６か月 ８月下旬

群馬県富岡市 経済産業部土地改良課 指名競争入札 土木 蛭田ため池改修工事 富岡市蕨地内
表面遮水型布製型枠工 A≒100㎡

用排水路工　L≒40m
５か月 ９月下旬

群馬県富岡市 建設水道部都市計画課 指名競争入札 土木 北部運動公園水遊び場整備工事 富岡市上黒岩地内 水遊び場整備工事　一式 １０か月 ５月下旬

群馬県富岡市 建設水道部都市計画課 指名競争入札 土木
北部運動公園内遊具等改修工事

（社会資本整備交付金分）
富岡市上黒岩地内 乳幼児用遊具広場及び休憩施設等整備工事　一式 １０か月 ５月下旬

群馬県富岡市 建設水道部都市計画課 指名競争入札 土木
北部運動公園内遊具等改修工事

（防災・安全交付金分）
富岡市上黒岩地内 幼児用複合遊具２基、インクルーシブ遊具１基 １０か月 ５月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 土木
小規模農村整備事業

酢ノ瀬地区排水路整備工事
富岡市富岡外地内 工事延長 L=95ｍ ７か月 ４月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 土木
小規模農村整備事業

大島地区排水路整備工事
富岡市大島地内 工事延長 L=280ｍ １０か月 ４月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 土木
社会資本整備総合交付金事業

市道5476号線外2線道路改良舗装工事
富岡市一ノ宮地内 工事延長 L=870ｍ ９か月 ５月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 土木
道路メンテナンス補助事業

久保田橋橋梁修繕工事
富岡市妙義町中里外地内 Ｎ＝１橋 ８か月 ６月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 土木
社会資本整備総合交付金事業

市道7126号線道路改良舗装工事
富岡市田篠地内 工事延長 L=137ｍ ７か月 ７月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 土木
小規模農村整備事業

中高瀬地区道路改良舗装工事
富岡市中高瀬地内 工事延長 L=210ｍ ７か月 ７月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 土木
小規模農村整備事業

宮崎地区道路改良舗装工事
富岡市宮崎地内 工事延長 L=70ｍ ６か月 ７月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 舗装
小規模農村整備事業

向菅原地区道路舗装工事
富岡市妙義町菅原地内 工事延長 L=410ｍ ５か月 ８月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 舗装
小規模農村整備事業

三貫畑地区道路舗装工事
富岡市下丹生地内 工事延長 L=110ｍ ４か月 ８月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 土木
小規模農村整備事業

田島地区排水路整備工事
富岡市田島地内 工事延長 L=210ｍ ７か月 ８月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 土木 市道8120号線道路補修工事 富岡市内匠地内 工事延長 L=80m ５か月 ５月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 土木 市道富岡相野田線道路補修工事 富岡市白岩地内 工事延長 L=10m ３か月 ５月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 電気 市道黒川深町線街路灯新設工事 富岡市黒川地内 Ｎ＝２基 ３か月 ６月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 土木 市道下高尾白岩線道路補修工事 富岡市後賀地内 工事延長 L=20m ４か月 ６月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 舗装 市道黒川深町線舗装補修工事 富岡市上黒岩地内 工事延長 L=510m ５か月 ８月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 指名競争入札 安全施設 交通安全施設整備工事 富岡市富岡地内 区画線、防護柵、カーブミラー　一式 ５か月 １０月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 随意契約 電気 市道7126号線道路改良舗装工事に伴う防災無線移設工事 富岡市田篠地内 Ｎ＝１基 ３か月 ４月下旬

群馬県富岡市 建設水道部道路建設課 随意契約 土木 酢ノ瀬地区排水路整備工事（その２） 富岡市富岡外地内 工事延長 L=175ｍ ７か月 ６月下旬

群馬県富岡市 建設水道部建築課 指名競争入札 建築 田篠市営住宅解体工事 富岡市田篠地内 解体物件：RC３階建て 645.05㎡ ６か月 ４月下旬

群馬県富岡市 建設水道部建築課 指名競争入札 建築 田篠住宅団地汚水処理施設解体工事 富岡市田篠地内 解体物件：処理槽、機械室 271.93㎥ ３か月 未定

群馬県富岡市 建設水道部建築課 指名競争入札 建築 桐淵住宅団地汚水処理施設解体工事 富岡市中高瀬地内 解体物件：処理槽、機械室 304.4㎥ ３か月 未定



■富岡地区の発注見通し

富岡地区:富岡市,下仁田町,南牧村,甘楽町
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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

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
指名競争入札 舗装 水道工事に伴う舗装本復旧工事 富岡市田篠外地内 工事延長 L=2359.2m A=3,678.9㎡ ７か月 ５月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
指名競争入札 水道施設 相野田地内水道管布設替工事 富岡市相野田地内

工事延長 L=105.0m HPPEφ75

工事延長 L= 65.0m HPPEφ50
４か月 ７月上旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
指名競争入札 水道施設 曽木地内水道管布設替工事 富岡市曽木地内 工事延長 L=28.0m DIP-GXφ75 ４か月 ７月上旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
指名競争入札 舗装 国補 高瀬地区枝線(5)舗装本復旧工事(中高瀬) 富岡市中高瀬外地内 工事延長 L=899.0m A=1,746.0㎡ ６か月 ７月上旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
指名競争入札 舗装 岡本地区農業集落排水事業舗装本復旧工事 富岡市南後箇地内 工事延長 L=619.0m A=1,114.2㎡ ６か月 ７月上旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
指名競争入札 水道施設 桑原地内地内水道管布設替工事 富岡市桑原地内 工事延長 L=200.0m HPPEφ75 ６か月 ７月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
指名競争入札 水道施設 妙義町下高田(新光寺)地内水道管布設替工事 富岡市妙義町下高田地内 工事延長 L=180.0m HPPEφ75 ６か月 ７月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
指名競争入札 水道施設 野上配水池高感度濁度計更新工事 富岡市野上地内 高感度濁度計更新工事　一式 ４か月 ７月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
指名競争入札 水道施設

第2次岩染･南後箇地区水道再編計画事業 送水管布設工事(第２

工区)
富岡市南後箇地内

工事延長 L=373.0m 送水管 DIP-GXφ75 県道車道部 橋

梁添架２ヵ所

工事延長 L=160.0m 送水管 DIP-GXφ75 市道車道部 橋

梁添架１ヵ所

５か月 ７月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
指名競争入札 水道施設

第２次岩染･南後箇地区水道再編計画事業 額部ポンプ場機械･

電気･計装設備工事
富岡市南後箇地内

ポンプ井　RC造 Ve=14.0㎥、地下２池式

管理棟　A= 25.0㎡

機械･電気設備　一式

送水管(第５工区) DIP-GXφ75 L=75.0m

９か月 ７月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
指名競争入札 水道施設 南蛇井ポンプ場減速機交換工事 富岡市南蛇井地内 減速機交換　一台 ４か月 ９月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
指名競争入札 水道施設

第２次岩染･南後箇地区水道再編計画事業　浅香入増圧ポンプ

場機械･電気設備工事
富岡市南後箇地内 増圧ポンプ場整備　一式 ５か月 １０月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
指名競争入札 水道施設

第２次岩染･南後箇地区水道再編計画事業　配水管布設工事(第

７工区)
富岡市南後箇地内 工事延長 L=256.0m HPPEφ75 ４か月 １０月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
指名競争入札 水道施設

第２次岩染･南後箇地区水道再編計画事業　配水管布設工事(第

８工区)
富岡市南後箇地内 工事延長 L=343.0m HPPEφ50 ４か月 １０月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
随意契約 水道施設 社会資本総合整備(下高尾小幡線)に伴う水道管布設替工事 富岡市後賀地内 工事延長 L=120.0m DIP-GXφ75 ４か月 ４月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
随意契約 水道施設 県単独道路改築(中野谷富岡線)に伴う水道管布設替工事 富岡市下黒岩地内 工事延長 L=160.0m DIP-GXφ100 ４か月 ４月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
随意契約 水道施設 社会資本総合整備(宇田磯部停車場線)に伴う水道管布設替工事 富岡市妙義町下高田地内

工事延長 L=120.0m HPPEφ75

工事延長 L=150.0m PPφ50
４か月 ４月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
随意契約 水道施設 曽木(酢ノ瀬)地内排水路整備工事に伴う水道管布設替工事 富岡市曽木地内 工事延長 L=100.0m HPPEφ75 ４か月 ５月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
随意契約 水道施設 市道5476号線道路新設事業に伴う水道管布設工事 富岡市一ノ宮地内 工事延長 L=140.0m HPPEφ50 ４か月 ５月下旬



■富岡地区の発注見通し

富岡地区:富岡市,下仁田町,南牧村,甘楽町

○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

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
随意契約 水道施設 市道8163号線道路改良工事に伴う水道管布設替工事 富岡市下高瀬地内 工事延長 L=115.0m HPPEφ75 ４か月 ５月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
随意契約 土木 市道5476号線　既設水道管モルタル充填工事 富岡市宇田地内 工事延長 L=450.0m ３か月 ５月下旬

群馬県富岡市
建設水道部上下水道整

備課
随意契約 水道施設 宮崎浄水場薬品注入ポンプ分解整備工事 富岡市宮崎地内 薬品注入ポンプ分解整備・部品交換　２基 ８か月 ５月下旬

群馬県富岡市 教育部教育総務課 指名競争入札 建築 小学校屋内運動場床改修工事 富岡市妙義町下高田外地内
高田小学校屋内運動場床改修工事 A=486㎡

妙義小学校屋内運動場床改修工事 A=480㎡
３か月 ６月下旬

群馬県富岡市 教育部教育総務課 指名競争入札 建築 小野小学校防球ネット修繕工事 富岡市相野田地内

既存防球ネット撤去　298㎡

既存コンクリート支柱撤去　16本

防球ネット設置　L=75m

３か月 １０月下旬

群馬県下仁田町 総務課 指名競争入札 土木一式工事 旧西牧西小学校グラウンド擁壁修繕 下仁田町大字西野牧地内
崩落部ブロック積・

フェンス等撤去及びネットフェンス設置
８月 ５月

群馬県下仁田町 農林課 指名競争入札 土木一式工事 県単林道改良事業栗山線 下仁田町大字栗山地内

改良工事

Ｌ＝150m

Ｗ＝3.0m

１１月 ８月

群馬県下仁田町 農林課 指名競争入札 土木一式工事 県単林道改良事業稲含高倉線 下仁田町大字栗山地内

舗装工事

Ｌ＝200m

Ｗ＝4.0m

１１月 ８月

群馬県下仁田町 農林課 指名競争入札 土木一式工事 県単林道改良事業七久保橋倉線 下仁田町大字平原地内

舗装工事

Ｌ＝200m

Ｗ＝5.0m

１２月 ９月

群馬県下仁田町 農林課 指名競争入札 土木一式工事 県単林道改良事業塩ノ宮線 下仁田町大字青倉地内

改良工事

Ｌ＝150m

Ｗ＝3.0m

１２月 ９月

群馬県下仁田町 商工観光課 指名競争入札 建築一式工事 ほたる山公園感染防止対策工事 下仁田町大字吉崎地内
トイレ改修　6基

自動水栓　4基
１月 １２月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 ほ装工事 町道3007号(西原)線舗装補修工事 下仁田町大字下仁田地内

舗装補修

1工区　L=40m

2工区　L=55m

８月 ６月

群馬県下仁田町 建設水道課 随意契約 土木一式工事 町道1018号(山際)線道路改良工事 下仁田町大字下仁田地内 道路改良　L=10m ８月 ５月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 ほ装工事 町道0111号(風口～下郷)線舗装改良工事 下仁田町大字風口～大字下郷地内 舗装改良　L=100m １１月 ７月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 ほ装工事 町道0220号(萱倉)線舗装改良工事 下仁田町大字西野牧地内 舗装改良　L=130m １０月 ４月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 土木一式工事 町道0203･2353号(細萱)線道路改良工事 下仁田町大字馬山地内 道路改良　L=92m ２月 ６月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 土木一式工事 町道2562号（竹上）線道路改良工事 下仁田町大字栗山地内 道路改良　L=50m ３月 １０月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 土木一式工事 町道1046号（石淵）線道路改良工事 下仁田町大字馬山地内 道路改良　L=36m ３月 １１月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 土木一式工事 町道4243号線(4002号橋）橋梁補修工事 下仁田町大字西野牧地内 橋梁補修　L=9.6m ３月 ８月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 土木一式工事 町道0121号線(曲輪橋）橋梁補修工事 下仁田町大字西野牧地内 橋梁補修　L=5.0m ３月 ８月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 土木一式工事 町道0109号線(横道橋）橋梁補修工事 下仁田町大字栗山地内 橋梁補修　L=10.6m ３月 ８月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 土木一式工事 普通河川夏内沢川 河川改良工事 下仁田町大字青倉地内 河川改修　L=22m １月 ６月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 土木一式工事 普通河川小入沢川 河川改良工事 下仁田町大字大桑原地内 河川改修　L=80m １月 ６月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 土木一式工事 普通河川大萱沢川 護岸設置工事 下仁田町大字下郷地内 河川改修　L=100m ３月 ９月



■富岡地区の発注見通し

富岡地区:富岡市,下仁田町,南牧村,甘楽町

○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

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 建築一式工事 吉崎団地改修工事 下仁田町大字吉崎地内 吉崎団地リフォーム　1戸 １２月 ９月

群馬県下仁田町 教育課 指名競争入札 建築一式工事 下仁田小中学校感染防止対策施設整備事業 下仁田町大字下仁田地内
トイレ改修工事一式（小学校:男5基女5基、中学校:男4基

女8基）
３月 １０月

群馬県下仁田町 教育課 随意契約 建築一式工事 下仁田中学校校舎屋上防水改修工事 下仁田町大字下仁田地内 塩ビシート防水168.8㎡+130.7㎡他 ３月 １０月

群馬県下仁田町 教育課 指名競争入札 建築一式工事 文化ホール外壁改修工事 下仁田町大字下仁田地内
外壁改修工事

（シーリングと塗装）
１２月 ７月

群馬県下仁田町 教育課 指名競争入札 土木一式工事 荒船風穴サイン整備工事 下仁田町大字南野牧地内

サイン工

看板33基、デジタル温度計２基、多言語解説システム一

式

３月 ９月

群馬県下仁田町 教育課 指名競争入札 建築一式工事 社会体育施設トイレ改修工事 下仁田町大字南野牧地内 和式便器の洋式化（5基） ２月 １０月

群馬県下仁田町 教育課 指名競争入札 解体工事 屋外運動場照明施設撤去工事 下仁田町大字下仁田地内 照明灯50ケ、電柱6基、変圧器等撤去・処分一式 １２月 １０月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 水道施設工事 東町地区水道本管布設替工事 下仁田町大字下仁田地内
PE管

Φ40＝60.4ｍ
１２月 ８月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 水道施設工事 風口地区水道本管布設替工事 下仁田町大字風口地内
PE管

Φ50＝118.8ｍ
１２月 ９月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 水道施設工事 緑ヶ丘地区水道本管布設替工事 下仁田町大字馬山地内
PE管

Φ50＝130.8ｍ
１２月 ９月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 水道施設工事 国道254号線水道本管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 下仁田町大字南野牧地内 アスファルト舗装　Ａ＝660.0㎡ ２月 ９月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 水道施設工事 旧第5分団第2部第1班消防詰所（安楽地）解体工事 下仁田町大字馬山地内

仮設工　50.4㎡

木造建築上屋解体　18坪

運搬、雑工

８月 ６月

群馬県下仁田町 建設水道課 指名競争入札 土木一式工事 町道3096号(大北野)線路側改良工事 下仁田町大字風口地内

路上路盤再生工　L=132.0m W=3.6～6.2m A=610.2㎡

As舗装工　L=132.0m　A=610.2㎡

舗装版切断　L=30.8m　舗装版破砕　A=610.2㎡

停止線　W=45㎝　L=2.5m

かご枠工　L=8.0m　A=6.4㎡

L型側溝工　撤去・設置　L=21.0m

１２月 ８月

群馬県甘楽町 総務課 指名競争入札 電気 役場庁舎電気設備交換修繕工事 甘楽町大字小幡地内
庁舎変圧器1箇所、配線用遮断器5箇所

漏電遮断器5箇所交換修繕
未定 第２四半期

群馬県甘楽町 福祉課 指名競争入札 建築一式 新屋学童保育所改修工事 甘楽町大字天引地内
屋根架設　A=586.6m2、越屋根葺き　A=93.2m2

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ及び便器改修　N=2ヶ所
未定 第１四半期

群馬県甘楽町 福祉課 指名競争入札 管 甘楽町多世代サポートセンター受水槽更新工事 甘楽町大字白倉地内 受水槽更新(24m3）　N=1基 未定 第１四半期

群馬県甘楽町 福祉課 指名競争入札 電気 デイサービスセンター照明設備ＬＥＤ化改修工事 甘楽町大字白倉地内
照明設備LED化　N=64ヶ所

屋外照明灯LED化　N=18ヶ所
未定 第１四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 土木一式
社会資本整備総合交付金事業

笹浦公園整備工事（第３工区）
甘楽町大字小川地内 張芝　A=1,950㎡　柵工　L=150m 未定 第１四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 土木一式
社会資本整備総合交付金事業

織田公公園修景施設整備工事
甘楽町大字小幡地内

階段　擬木柵　L=90m　植栽 一式

土留 H=3m　L=10m
未定 第２四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 舗装
小規模農村整備事業

農道改良工事（福島工区）
甘楽町大字福島地内 舗装工　A=400.0㎡ 未定 第２四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 土木一式
小規模農村整備事業

秋畑地区農道改良工事
甘楽町大字秋畑地内 Co舗装工、ブロック積工等 未定 第２四半期



■富岡地区の発注見通し

富岡地区:富岡市,下仁田町,南牧村,甘楽町
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群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 土木一式
小規模農村整備事業

用水路改修工事（小幡工区）
甘楽町大字小幡地内 用水路改修工事　L=50.0ｍ 未定 第２四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 土木一式
県単林道改良事業

林道稲含高倉改良工事
甘楽町大字秋畑地内

舗装工　３００㎡

吹付工　Ｌ＝３０ｍ、Ａ＝２００㎡
未定 第２四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 舗装
県単林道改良事業

二の倉線改良工事
甘楽町大字秋畑地内 舗装工　Ａ＝１０００㎡ 未定 第２四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 舗装 町道多井戸根、多井戸線舗装工事 甘楽町大字福島地内 舗装　L=300ｍ、w＝3.5ｍ 未定 第２四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 土木一式
社会資本整備総合交付金事業

笹浦公園イベント広場整備工事
甘楽町大字小川地内

擁壁工　L=32m　柵工　L=60m

広場舗装　A=1,160㎡
未定 第２四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 土木一式
小規模農村整備事業

用水路改修工事（権現堂工区）
甘楽町大字金井地内 用水路改修工事　L=80.0ｍ 未定 第２四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 建築一式
小規模農村整備事業

農村公園整備工事
甘楽町大字天引地内

休養施設　一式

（トイレ、排水工、縁石工、フェンス工、植栽工等）
未定 第３四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート

県単林道改良事業

芳の元線改良工事
甘楽町大字秋畑地内 吹付工　Ｌ＝３０ｍ　Ａ＝３００㎡ 未定 第２四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 舗装 町道北原紺屋開戸線工事 甘楽町大字上野地内 舗装工　Ａ＝1,200㎡ 未定 第３四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 土木一式 参道橋補修工事 甘楽町大字福島地内 橋梁補修工　一式 未定 第３四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 土木一式 堂の入橋補修工事 甘楽町大字天引地内 橋梁補修工　一式 未定 第３四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 土木一式
小規模農村整備事業

農道改良工事（大山工区）
甘楽町大字福島地内 舗装工、用水路工等 未定 第２四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 土木一式
社会資本整備総合交付金事業

笹浦公園整備工事（第4工区）
甘楽町大字小川地内 遊具、四阿設置 未定 第３四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 舗装 町道野竹貝戸中町線舗装工事 甘楽町大字福島地内 舗装工　Ａ＝750.0㎡ 未定 第２四半期

群馬県甘楽町 建設課 指名競争入札 土木一式
小規模農村整備事業

農道改良工事（田口工区）
甘楽町大字天引地内

擁壁工　L=40.0m　H=1.5m

舗装工　A=100.0㎡
未定 第３四半期

群馬県甘楽町 水道課 指名競争入札 水道施設 秋畑増圧ポンプ場制御盤更新工事 甘楽町大字秋畑地内 ポンプ制御盤更新工事　一式 未定 第１四半期

群馬県甘楽町 水道課 指名競争入札 土木一式
特定環境保全公共下水道事業

新金井橋圧送管本設工事
甘楽町大字金井地内

管渠布設工

開削工事：PRPφ150　Ｌ＝50ｍ　VPφ75　L=22m
未定 第１四半期

群馬県甘楽町 水道課 指名競争入札 土木一式
公共下水道事業

管渠布設工事（４－１工区）
甘楽町大字福島地内

中道第２工業団地造成（こんにゃくパーク）

開削工事：PRPφ150　Ｌ＝100ｍ
未定 第１四半期

群馬県甘楽町 水道課 指名競争入札 水道施設 県道金井小幡線配水管布設工事（１工区） 甘楽町大字上野地内 DIP(GX)Φ２00外　L=135.8m 未定 第２四半期

群馬県甘楽町 水道課 指名競争入札 水道施設 県道金井小幡線配水管布設工事（２工区） 甘楽町大字小幡地内
 DIP(GX)Φ200外　L=158.6m

 減圧弁設置工事　一式
未定 第２四半期

群馬県甘楽町 水道課 指名競争入札 舗装
特定環境保全公共下水道事業

舗装本復旧（１工区）
甘楽町大字白倉地内

白倉　浄水場付近

A=2,000㎡
未定 第２四半期

群馬県甘楽町 水道課 指名競争入札 水道施設 町道天王下平線配水管布設替工事 甘楽町大字小川地内 HPPEΦ100　L=350m 未定 第２四半期

群馬県甘楽町 水道課 指名競争入札 土木一式
特定環境保全公共下水道事業

集排城南上野地区編入工事（１工区）
甘楽町大字白倉地内

管渠布設工(処理場→坂下三城橋)

開削工事：ＰＥφ100　Ｌ＝200ｍ
未定 第２四半期

群馬県甘楽町 水道課 指名競争入札 土木一式
特定環境保全公共下水道事業

集排城南上野地区編入工事（２工区）
甘楽町大字白倉地内

管渠布設工（坂下三城橋→陸上競技場）

開削工事：Peφ100　L=200m

PRPφ150　Ｌ＝250ｍ

未定 第２四半期



■富岡地区の発注見通し

富岡地区:富岡市,下仁田町,南牧村,甘楽町

○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

群馬県甘楽町 水道課 指名競争入札 舗装
特定環境保全公共下水道事業

舗装本復旧（２工区）
甘楽町大字白倉外地内

白倉、天引　枝線

A=1,000㎡
未定 第３四半期

群馬県甘楽町 水道課 指名競争入札 機械器具設置
農業集落排水事業

処理施設機器修繕工事
甘楽町大字善慶寺地内 各種ポンプ等修繕工事 未定 第３四半期

群馬県甘楽町 水道課 指名競争入札 機械器具設置
特定環境保全公共下水道事業

マンホールポンプ設置工事（城南上野地区処理場）
甘楽町大字白倉地内 ポンプ設置　N=1箇所 未定 第３四半期

群馬県甘楽町 水道課 指名競争入札 機械器具設置 甘楽町下水道ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事 甘楽町大字小幡外地内 公共下水道・農集排　ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場 未定 第３四半期

群馬県甘楽町 教育課 指名競争入札 舗装 文化会館南第２駐車場舗装改修工事 甘楽町大字白倉地内

アスファルト舗装工（ｔ＝4ｃｍ）　Ａ＝2,100.0㎡

不陸整正工（ｔ＝5ｃｍ）　Ａ＝2,100.0㎡

区画線工　（Ｗ＝15ｃｍ）　Ｌ＝510.0ｍ

未定 第１四半期

群馬県甘楽町 教育課 指名競争入札 建築一式 甘楽町体育館アリーナ床補修工事 甘楽町大字白倉地内

床補修工

・既設ﾌﾛｱｰｻﾝﾀﾞｰ掛け、ｳﾚﾀﾝ塗装　Ａ＝772.0㎡

・コートライン設置　Ｎ＝１式

・フロアー破損部修正　Ｎ＝１式

未定 第２四半期

群馬県甘楽町 教育課 指名競争入札 電気 甘楽町体育館アリーナ照明更新工事 甘楽町大字白倉地内 照明ＬＥＤ化　Ｎ＝20箇所 未定 第２四半期


