【公表様式】
建設工事等の契約の内容に係る情報の公表
※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。
工事（委託）
工事（業務）
契約の相手方の
契約締結日
工事（業務）名
施工場所
契約の相手方の住所
施工（履行）期間
番号
種別
商号又は名称
（変更契約締結日）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町大字三倉１３３－１
公共 道路災害防除
第23-A206-1
施設費（交付金事業
号
分）工事

一般国道 ３０３号 揖
斐郡 揖斐川町 東津 土木一式
汲 地内

第災防26A139-3-3号

道路災害防除施設費
（交付金事業分）工事

一般県道 神原西津汲
線 揖斐郡 揖斐川町 と土コ
東津汲 地内

第砂災１２、砂 公共 砂防設備災害復 普通河川 浅取谷揖斐
土木一式
災１３号
旧事業
郡 揖斐川町 上野

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

平成26年09月29日
～
平成27年03月20日

久瀬トンネル補修工 Ｌ＝2，133ｍ
断面補修工
目地部はく落対策工 Ａ＝637．5m2
77,220,000
目地外はく落対策工 Ａ＝31．2m2
ひび割れ補修工 Ｌ＝748．7ｍ
湧水対策工
線導水工（切込型） Ｌ＝309.9ｍ

－

（当初）

平成26年09月29日
～
平成27年05月31日

久瀬トンネル補修工 Ｌ＝2，133ｍ
断面補修工
目地部はく落対策工 Ａ＝678.8m2
79,018,200
目地外はく落対策工 Ａ＝16.0m2
ひび割れ補修工 Ｌ＝219.6ｍ
湧水対策工
線導水工（切込型） Ｌ＝1176.0ｍ

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない
場合

２回目

平成26年09月29日
平成26年09月29日
～
平成27年03月20日

椿井野トンネル補修工 Ｌ＝555ｍ
炭素繊維シート Ａ＝13．9m2
線導水工（溝切工）Ｌ＝439．4ｍ
42,768,000 流末処理工Ａ、Ｂ Ｎ＝35箇所
名倉トンネル補修工 Ｌ＝281．1ｍ
ガラス繊維シート Ａ＝69．8m2
川上トンネル補修工 Ｌ＝791ｍ

－

（当初）

平成27年04月07日

平成26年09月29日
～
平成27年04月30日

椿井野トンネル補修工 Ｌ＝555ｍ
炭素繊維シート Ａ＝14．4m2
線導水工（溝切工）Ｌ＝834．0ｍ
45,950,760 流末処理工Ａ’、Ｂ’Ｎ＝113箇所
名倉トンネル補修工 Ｌ＝281．1ｍ
ガラス繊維シート Ａ＝0m2
川上トンネル補修工 Ｌ＝791ｍ

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない
場合

２回目

平成26年11月21日

平成26年11月21日
～
平成27年03月20日

49,292,712

施工区域 ９ｋ４８１．０～９ｋ６１７．０ Ｌ＝８５．７ｍ Ｗ＝５．５（６．５）ｍ
落石防護網工 高エネルギー落石防護網工 Ａ＝１，６１１m2
既設構造物撤去工 Ｎ＝１式
仮設工 仮設防護柵設置工 Ｎ＝１式

－

（当初）

平成27年01月29日

平成26年11月21日
～
平成27年03月20日

44,110,440

施工区域 ９ｋ４８１．０～９ｋ６１７．０ Ｌ＝８５．７ｍ Ｗ＝５．５（６．５）ｍ
落石防護網工 高エネルギー落石防護網工 Ａ＝１，６１１ｍ2

現地精査の結果、既設落石防護網の支柱等が干
渉しないことが判明したため、既設防護網の撤去等
を本設計書のとおり減工したい。

１回目

平成27年05月08日

平成26年11月21日
～
平成27年05月31日

55,515,240

施工区域 ９ｋ４７８．８～９ｋ６１７．０ Ｌ＝８９．７ｍ Ｗ＝５．５（６．５）ｍ
落石防護網工 高エネルギー落石防護網工 Ａ＝１，８０５m2

起工測量の結果、現地法面は想定以上に起伏が
大きく、当所の防護網では捕捉できないことが判明
したため、設置面積を増工する。

３回目

平成26年09月29日

（株）ヤマモト

岐阜県揖斐郡揖斐川
町大字三倉１３３－１

公共 道路災害防除施 一般国道 ３０３号 揖
第23－A206－
設費（交付金事業分） 斐郡 揖斐川町 東横 土木一式
2,3号
工事
山 他 地内

発注機関：揖斐土木事務所
契約金額（円）

西濃建設（株）

西建産業（株）

揖斐昭和建設（株）

平成27年05月15日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪１１５９－８

岐阜県揖斐郡揖斐川
町脛永１６４５－１

平成26年12月03日
平成26年12月03日
～
平成27年04月26日

砂災１２号 施工延長 Ｌ＝４０．８ｍ
護岸工 練ブロック積工
右岸ＳＬ＝３．９～４．９ｍ Ｌ＝５．５ｍ Ａ＝２５ｍ２
17,280,000 左岸ＳＬ＝４．０～５．４ｍ Ｌ＝１４．２ｍ Ａ＝７２ｍ２
護床工 根固ブロック工 Ｗ＝４．０ｔ Ｎ＝２７個 小口止工 Ｎ＝２箇所
砂災１３号 施工延長 Ｌ＝１８．６ｍ
護岸工 練ブロック積工

－

（当初）

平成26年12月03日
～
平成27年05月26日

砂災１２号 施工延長 Ｌ＝４０．８ｍ
護岸工 練ブロック積工
右岸ＳＬ＝３．９～４．９ｍ Ｌ＝５．５ｍ Ａ＝２５ｍ２
17,702,280 左岸ＳＬ＝４．０～５．４ｍ Ｌ＝１４．２ｍ Ａ＝７２ｍ２
護床工 根固ブロック工 Ｗ＝４．０ｔ Ｎ＝２７個 小口止工 Ｎ＝２箇所
砂災１３号 施工延長 Ｌ＝１８．３ｍ
護岸工 練ブロック積工

（２）ク 根固ブロック型枠の使用実績に伴う型枠面
積減による工事費の減。残土搬出先変更に伴う運
搬距離及び処分費の変更による増。

３回目

岐阜県揖斐郡揖斐川
町上南方１８９６‐１

平成27年04月30日
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【公表様式】
建設工事等の契約の内容に係る情報の公表
※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。
工事（委託）
工事（業務）
契約の相手方の
契約締結日
工事（業務）名
施工場所
契約の相手方の住所
施工（履行）期間
番号
種別
商号又は名称
（変更契約締結日）

平成26年12月12日

第災防26道路災害防除施設費 一般国道 ４１７号揖斐
A111-3-1-2号 （交付金事業分） 他工 郡 揖斐川町 東横山 と土コ
他
事
地内

第構安－2号

第構安－1号

県単 現道構造改築（暮 一般国道 ３０３号 他 塗装
らしの安全・安心確保 揖斐郡 揖斐川町 外
対策）
津汲 他

県単 現道構造改築（暮 主要地方道岐阜大野 塗装
らしの安全・安心確保 線 他揖斐郡 大野町
対策）
大字稲畑 他 地内

第砂修１１、砂 県単 砂防修繕（暮らし 普通河川 中谷他 揖 土木一式
修補１号
の安全・安心確保対
斐郡 池田町 願成寺
策）工事
他 地内

西建産業（株）

（株）共亮興業

（株）協和安全

泉左官住設（株）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町脛永１６４５－１

平成26年12月12日
～
平成27年03月20日

50,965,200

変更回次

平成26年12月12日
～
平成27年05月31日

施工区域 ３３ｋ９８０．０～３４ｋ０３４．０ Ｌ＝５４．０ｍ
Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
法面保護工 コンクリート吹付工（ｔ＝１５cm） Ａ＝１１６m2
53,445,960 落石防護網工 高エネルギー落石防護網工 Ａ＝９７９m2
仮設工 仮設防護柵設置撤去工 Ｌ＝６０．０ｍ
施工区域 ３８ｋ８０６～３８ｋ８２０ Ｌ＝１４．０ｍＷ＝５．５（６．０）ｍ
法面保護工 コンクリート吹付工（ｔ＝１５cm） Ａ＝２１０m2

現地照査の結果、コンクリート吹付工が必要となっ
た為本設計書のとおり変更したい。

１回目

平成26年12月12日
平成27年04月06日
～
平成27年05月31日

施工区域 ３３ｋ９７８．０～３４ｋ０３４．０ Ｌ＝５６．０ｍ
Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
法面保護工 コンクリート吹付工（ｔ＝１５cm） Ａ＝１１６m2
52,300,080 落石防護網工 高エネルギー落石防護網工 Ａ＝９７９m2
仮設工 仮設防護柵設置撤去工 Ｌ＝６０．０ｍ
施工区域 ３８ｋ８０６～３８ｋ８２０ Ｌ＝１４．０ｍＷ＝５．５（６．０）ｍ
法面保護工 コンクリート吹付工（ｔ＝１５cm） Ａ＝２２０m2

現地照査の結果、コンクリート吹付工の面積の変更
等が必要となった為本設計書のとおり変更する。

２回目

平成27年03月19日

岐阜県大垣市三塚町３
平成26年12月09日
８２番地５
平成26年12月09日
～
平成27年03月20日

11,448,000

道路付属施設工
区画線工 Ｎ＝１式

－

（当初）

平成27年04月06日

平成26年12月09日
～
平成27年04月30日

11,853,000

道路付属施設工
区画線工 Ｎ＝１式

現地精査の結果、新たに文字・記号区画線等が消
滅していることが判明したため、施工数量を変更す
る。

２回目

平成26年12月09日

平成26年12月09日
～
平成27年03月20日

11,232,000

道路付属施設工
区画線工
Ｎ＝１式
交通安全施設工 Ｎ＝１式

－

（当初）

平成27年04月06日

平成26年12月09日
～
平成27年04月30日

12,231,000

道路付属施設工
区画線工
Ｎ＝１式
交通安全施設工 Ｎ＝１式

現地精査及び岐阜県交安委員会との協議・意見に
基づき区画線の設置延長等を変更する。

２回目

平成26年12月25日
～
平成27年03月20日

除石工 Ｌ＝５００ｍ Ｖ＝１０２００ｍ３
中谷１工区 Ｌ＝４０ｍ Ｖ＝４００ｍ３
中谷２工区 Ｌ＝５０ｍ Ｖ＝１１００ｍ３
22,194,000 小和谷工区 Ｌ＝５０ｍ Ｖ＝１２００ｍ３
深歩谷工区 Ｌ＝５０ｍ Ｖ＝１５００ｍ３
志名ヶ谷工区 Ｌ＝４０ｍ Ｖ＝６００ｍ３
萩ヶ谷工区 Ｌ＝１６０ｍ Ｖ＝２９００ｍ３

－

（当初）

除石工 Ｌ＝３０６ｍ Ｖ＝７３００ｍ３
中谷１工区 Ｌ＝４５ｍ Ｖ＝５３０ｍ３
中谷２工区 Ｌ＝３０ｍ Ｖ＝１０７０ｍ３
21,731,760 小和谷工区 Ｌ＝４０ｍ Ｖ＝８１０ｍ３
深歩谷工区 Ｌ＝４５ｍ Ｖ＝１８４０ｍ３
志名ヶ谷工区 Ｌ＝５５ｍ Ｖ＝３２０ｍ３
萩ヶ谷工区 Ｌ＝４１ｍ Ｖ＝１７１０ｍ３

（２）ク 現地測量結果に伴う除石対象範囲の変更。
現場条件及び残土搬出経路に狭小区間が存在し
たことに伴う掘削機械及び運搬車両の規格変更に
よる工事費の増。

２回目

－

（当初）

現地精査の結果、新たに防護柵の補修が必要な箇
所を確認したため、施工数量を変更する（増工）。

２回目

岐阜県揖斐郡池田町
片山２２７７－２

岐阜県揖斐郡池田町
本郷１０９４－６

平成26年12月16日
中部ライン（株）

施工区域 ３３ｋ９８０．０～３４ｋ０３４．０ Ｌ＝５４．０ｍ
Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
落石防護網工 高エネルギー落石防護網工 Ａ＝９９９m2
撤去工 既設落石防護網撤去工 Ｎ＝１式
仮設工 仮設防護柵設置撤去工 Ｌ＝６０．０ｍ

変更理由

（当初）

平成26年12月25日
平成27年05月13日
～
平成27年05月31日

県単 現道構造改築（暮 主要地方道 春日揖斐
らしの安全・安心確保 川線 他揖斐郡 揖斐 と土コ
対策）
川町 春日六合 他

工事（業務）概要

－

平成26年12月25日

第構安－3号

発注機関：揖斐土木事務所
契約金額（円）

平成26年12月16日
～
平成27年03月20日

岐阜県瑞穂市稲里大
西６５４－５
平成26年12月16日
平成27年05月08日
～
平成27年05月31日

13,932,000

道路付属施設工
防護柵設置工 ガードレール設置工（Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ）
Ｌ＝２４０ｍ
ガードレール設置工（Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４） Ｌ＝１４ｍ
ガードレール設置工（レールのみ）
Ｌ＝９４０ｍ
防護柵撤去工 ガードレール撤去工
Ｎ＝１式

道路付属施設工
防護柵設置工 ガードレール設置工（Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ）
Ｌ＝３７０ｍ
15,285,240
ガードレール設置工（Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４） Ｌ＝１８ｍ
ガードレール設置工（レールのみ）
Ｌ＝５９９ｍ
防護柵撤去工 ガードレール撤去工
Ｎ＝１式
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【公表様式】
建設工事等の契約の内容に係る情報の公表
※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。
工事（委託）
工事（業務）
契約の相手方の
契約締結日
工事（業務）名
施工場所
契約の相手方の住所
施工（履行）期間
番号
種別
商号又は名称
（変更契約締結日）

平成26年12月16日
県単 現道構造改築（暮 一般国道 ３０３号 他
第構安－4 他
らしの安全・安心確保 揖斐郡 揖斐川町 樫 と土コ
号
対策） 他
原 他

（株）保安企画

平成26年12月16日
～
平成27年03月20日

３回目

地質調査（一般国道３０３号）
鉛直ボーリング Ｎ＝４本

－

（当初）

地質調査（一般国道３０３号）
鉛直ボーリング Ｎ＝５本

１ （３）ア 設計図書と現場の状態、施工条件が一
致しない場合
・調査計画策定に伴う現地踏査の結果、擁壁構造
の基礎部分が河川の水衝部となっており、基礎部
の起伏が大きいことが想定されることから追加ボー
リングが必要となるが、桟橋などの仮設備を必要と
するため、今回業務にてボーリング箇所を１箇所追
加することとしたい。
・設計に必要な土質定数の精度を高めるため、岩
石試験を追加したい。

１回目

地質調査（一般国道３０３号）
鉛直ボーリング Ｎ＝５本

その他やむを得ない外的条件による場合
河川管理者との協議により、仮設計画の変更が発
生したため。
推定岩盤線の確認に基づく場合
ボーリング実施にともない、地質区分に変更があっ
たため。

３回目

平成26年12月24日
～
平成27年05月22日

河災４２号 復旧延長Ｌ＝２０．７ｍ（右岸Ｌ＝１１．０ｍ、左岸Ｌ＝９．７ｍ）
根継工（一法型） 右岸Ｌ＝１１．０ｍ Ｈ＝１．４～２．４ｍ Ｖ＝１１*
根継工（腰掛型） 左岸Ｌ＝９．７ｍ Ｈ＝２．４～２．７ｍ Ｖ＝１５*
20,898,000 仮設道路工（Ｗ＝４．０ｍ） Ｌ＝１２２ｍ
河災４３号 復旧延長Ｌ＝１５．２ｍ（右岸）
護岸工 練石積工 右岸Ｌ＝１４．６ｍ ＳＬ＝４．７ｍ Ａ＝６９*
小口止工 Ｎ＝２箇所

－

（当初）

平成26年12月24日
平成27年04月27日
～
平成27年05月22日

河災４２号 復旧延長Ｌ＝２０．７ｍ（右岸Ｌ＝１１．０ｍ、左岸Ｌ＝９．７ｍ）
根継工（一法型） 右岸Ｌ＝１１．０ｍ Ｈ＝１．４～２．４ｍ Ｖ＝１１*
根継工（腰掛型） 左岸Ｌ＝９．７ｍ Ｈ＝２．４～２．７ｍ Ｖ＝１５*
20,916,360 仮設道路工（Ｗ＝４．０ｍ） Ｌ＝１２２ｍ
河災４３号 復旧延長Ｌ＝１５．２ｍ（右岸）
護岸工 練石積工 右岸Ｌ＝１４．６ｍ ＳＬ＝４．７ｍ Ａ＝６９*
小口止工 Ｎ＝２箇所

（２）オ 建設発生土の一部を他工事に流用としたこ
とに伴う残土搬出先変更による工事費の減。残土
処分場への搬出土砂について、土砂の投棄料改定
に伴う工事費の増。

１回目

平成27年02月05日
東邦地水（株） 岐阜営 岐阜県岐阜市市橋４丁
業所
目７番１３ー１０６号

平成26年12月11日
～
平成27年03月20日

平成26年12月11日
～
平成27年03月20日

平成26年12月11日
平成27年05月18日
～
平成27年05月31日

平成26年12月24日

第河災４２、４ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 高知川揖
土木一式
３号
業（債務）
斐郡 揖斐川町 小津

揖斐昭和建設（株）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町上南方１８９６‐１

平成27年01月30日
県単 橋りょう維持修繕
第安橋－３－
一般国道 ４１７号
費（暮らしの安全・安心
２号
揖斐郡揖斐川町鶴見
確保対策費）工事

鋼構造物

篠田（株）

変更回次

現地精査の結果、新たに防護柵の補修が必要な箇
所を確認したため、施工数量を変更する（増工）。

平成26年12月11日

第26－A168－ 公共 防災・安全交付
E号
金事業

道路付属施設工
防護柵設置工 ガードレール設置工（Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ） Ｌ＝２３７ｍ
ガードレール設置工（Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ） Ｌ＝１０５ｍ
ガードレール設置工（レールのみ）
Ｌ＝７８０ｍ
防護柵設置工 ガードレール撤去工
Ｎ＝１式

変更理由

（当初）

岐阜県羽島市舟橋町
本町５丁目３２番地

道路付属施設工
防護柵設置工 ガードレール設置工（Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ） Ｌ＝２１２ｍ
15,121,080
ガードレール設置工（Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ） Ｌ＝１２８ｍ
ガードレール設置工（レールのみ）
Ｌ＝８７９ｍ
防護柵設置工 ガードレール撤去工
Ｎ＝１式
6,069,600

6,509,160

6,093,360

平成27年01月30日
～
平成27年03月20日

橋梁補修工
花房猿巻橋（PC単純T桁橋） L=20.6m W=7.3m(8.5m)
排水管補修工 N=2箇所、伸縮装置取替工 L=14.6m、仮設工 N=1式
花房ビッキ橋（PC単純T桁橋） L=20.6m W=7.1m(8.3m)
22,572,000
－
排水管補修工 N=2箇所、伸縮装置取替工 L=14.2m、上部工補修 N=1式、仮設
工 N=1式
小津瀬もるぞ橋（2径間連続RCホロースラブ橋） L=41.0m
排水管補修工 N=3箇所、伸縮装置取替工 L=15.0m、上部工補修 N=1式

（当初）

平成27年01月30日
～
平成27年05月31日

橋梁補修工
花房猿巻橋（PC単純T桁橋）L＝20．6m W＝7．3m（8．5m）
・排水管補修工 ：N＝2箇所 ・伸縮装置取替工：L＝14．6m ・仮設工
：N＝1
（２）発注時に確認が困難なもの
式
20,756,520
ク．その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない
花房ビッキ橋（PC単純T桁橋）L＝20．6m W＝7．1m（8．3m）
場合
・排水管補修工 ：N＝2箇所 ・伸縮装置取替工：L＝14．45m ・上部工補修 ：N
＝1式
・仮設工
：N＝1式

３回目

岐阜県岐阜市竜田町
２ー２

平成27年05月11日

13,910,400

工事（業務）概要

－

平成26年12月16日
平成27年05月07日
～
平成27年05月31日

一般国道 ３０３号揖斐
郡 揖斐川町 西横山 地質調査
～坂内坂本

発注機関：揖斐土木事務所
契約金額（円）
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【公表様式】
建設工事等の契約の内容に係る情報の公表
※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。
工事（委託）
工事（業務）
契約の相手方の
契約締結日
工事（業務）名
施工場所
契約の相手方の住所
施工（履行）期間
番号
種別
商号又は名称
（変更契約締結日）

第河修１７号

県単 河川維持修繕
（ゼロ県債）

木曽川水系 管瀬川揖
斐郡 揖斐川町 谷汲 舗装
長瀬

揖斐建設（株）

変更回次

－

（当初）

平成26年12月24日
～
平成27年05月31日

道路付属施設工
案内標識設置工 Ｎ＝２２基
警戒標識設置工 Ｎ＝１３基
13,679,280 路線番号標識設置工 Ｎ＝１３基
交差道路標識設置工 Ｎ＝６基
注意喚起標識設置工 Ｎ＝１２基
車線区分標設置工 Ｎ＝ ４本

現地精査の結果、新たに標識の補修が必要な箇所
を確認したため、施工数量を変更する（増工）。

２回目

平成27年01月27日
平成27年01月27日
～
平成27年06月15日

河災４１号 復旧延長 Ｌ＝４６．０ｍ
根継工（腰掛型）
左岸Ｌ＝４６．０ｍ Ｈ＝１．４～２．７ｍ Ｖ＝６６ｍ３
17,172,000 仮設道路工 Ｌ＝８３ｍ Ｗ＝４．０ｍ 仮締切工 大型土嚢工 Ｎ＝７袋
河災３３３号 復旧延長 Ｌ＝５．０ｍ
護岸工 練ブロック積工
左岸Ｌ＝４．７ｍ ＳＬ＝３．９ｍ Ａ＝１８ｍ２

－

（当初）

平成27年05月28日

平成27年01月27日
～
平成27年06月15日

河災４１号 復旧延長 Ｌ＝４６．０ｍ
根継工（腰掛型）
左岸Ｌ＝４６．０ｍ Ｈ＝１．４～２．７ｍ Ｖ＝６６ｍ３
17,207,640 仮設道路工 Ｌ＝８３ｍ Ｗ＝４．０ｍ 仮締切工 大型土嚢工 Ｎ＝７袋
河災３３３号 復旧延長 Ｌ＝５．０ｍ
護岸工 練ブロック積工
左岸Ｌ＝４．７ｍ ＳＬ＝３．９ｍ Ａ＝１８ｍ２

（２）ク 既設構造物取壊に伴い発生するコンクリー
ト処分量をマニフェスト実績をもとに変更したことに
よる工事費の減。残土搬出先の変更に伴う運搬距
離及び処分費変更による工事費の増。

２回目

平成27年03月03日

平成27年03月03日
～
平成27年06月10日

9,342,000 舗装工 Ｌ＝８８０ｍ、Ａ＝２，２００ｍ２

－

（当初）

平成27年05月25日

平成27年03月03日
～
平成27年06月10日

9,346,320 舗装工 Ｌ＝７６４ｍ、Ａ＝１，９３０ｍ２

（２）ク 起工測量結果に基づく舗装面積変更による
工事費の減。設計計算に基づく表層厚及び路盤厚
の変更に伴う工事費の増

１回目

（株）キクテック 岐阜支 岐阜県岐阜市今嶺４ー
店
５ー１５

（株）久保田工務店

変更理由

道路付属施設工
案内標識設置工 Ｎ＝４２基
13,014,000 警戒標識設置工 Ｎ＝４基
路線番号標識設置工 Ｎ＝９基
交差道路標識設置工 Ｎ＝３基

平成27年05月08日

木曽川水系 大谷川揖
第河災４１、３ 公共 河川災害復旧事
斐郡 揖斐川町 坂内 土木一式
３３号
業（債務）
広瀬

工事（業務）概要

平成26年12月24日
～
平成27年03月20日

平成26年12月24日
一般国道 ３０３号 他
第現施－7 他 県単 現道施設整備（一
揖斐郡 揖斐川町 上 と土コ
号
般） 他
南方 他

発注機関：揖斐土木事務所
契約金額（円）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪５２１－１

岐阜県揖斐郡揖斐川
町谷汲深坂９１８ー１
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