【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
番号
種別
商号又は名称
（変更契約締結日）

揖治第3304号 復旧治山事業 足打谷

揖斐川町瑞岩寺足打
谷

土木一式

西濃建設（株）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪１１５９－８

発注機関：揖斐農林事務所
施工（履行）期間

平成23年9月20日

平成23年9月20日～
平成24年3月20日

平成23年9月30日

平成23年9月20日～
平成24年3月20日

平成24年1月23日

平成23年9月20日～
平成24年3月20日

平成23年9月20日～
平成24年3月16日
平成24年7月20日

揖治第３３０７
復旧治山事業 上山
号

揖斐川町東津汲上山

土木一式

（有）橋本組

岐阜県揖斐郡揖斐川
町小津７７２

契約金額（円）

工事（業務）概要

渓間工 谷止工 本堤（鋼） 上部工 L＝43．65ｍ H＝12．00
ｍ B＝6．50ｍ W＝128．766ｔ n＝2．0分 m＝3．0分
副
140,700,000 堤（鋼） 上部工 L＝39．15ｍ H＝5．00ｍ B＝4．68ｍ W＝
57．751ｔ n＝2．0分 m＝2．0分 前庭保護工（コ）

変更理由

変更回次

－

（当初）

渓間工 谷止工 本堤（鋼） 上部工 L＝43．65ｍ H＝12．00 近接工事と諸経費を合算精算したことに伴い減額。
ｍ B＝6．50ｍ W＝128．766ｔ n＝2．0分 m＝3．0分
副
130,654,650 堤（鋼） 上部工 L＝39．15ｍ H＝5．00ｍ B＝4．68ｍ W＝
57．751ｔ n＝2．0分 m＝2．0分 前庭保護工（コ）
渓間工 谷止工 本堤（鋼） 上部工 上部工 L＝43．65ｍ H 集中豪雨が発生すると下流の粕川にまで土砂が流
＝12．00ｍ B＝6．50ｍ n＝2．0分 m＝3．0分
出の恐れがあったため本堤と副堤の施工順序を変
137,962,650 W=178.465t
前庭保護工（コ）
更。
渓間工 谷止工 本堤（鋼） 上部工 L＝43．65ｍ H＝12．00 掘削の結果、脆弱な岩盤であり作業の安全確保及
ｍ B＝6．50ｍ n＝2．0分 m＝3．0分
び構造物築造後の露出法面部の保護のため、コン
141,307,950 W=178.465t
前庭保護工（コ）
クリート吹付工及びモルタル吹付工を施工。工期を
平成24年7月20日まで延長。
渓間工 谷止工 本堤（鋼） 上部工 L＝100.80ｍ H＝12．
00ｍ B＝6．50ｍ n＝2．0分 m＝3．0分
141,816,150 W=178.465t
前庭保護工（コ）

１回目

２回目

３回目

降雨の度に本副堤間に貯水するため、ポンプ廻水
を追加。

平成24年8月22日

平成23年9月20日～
平成24年8月31日

平成23年9月26日

平成23年9月26日～
平成24年3月20日

平成24年3月16日

平成23年9月26日～
平成24年6月20日

渓間工 既設谷止嵩上げ工（コンクリート） L＝30．0m H＝8． 仮設進入路で使用する土砂について、当初、現場内
50m B＝2．50m V＝361．5m3 n＝0．2*
流用する予定であったが、流用できなくなったため、
49,402,500 山腹工 法切工V＝354．0m3 簡易法枠工A＝867.6m2
場外へ搬出し処分する。

１回目

平成24年7月24日

平成23年9月26日～
平成24年7月31日

渓間工 既設谷止嵩上げ工（コンクリート） L＝30．0m H＝8． 掘削後、現地精査の結果、袖囲工を減。
50m B＝2．50m V＝361．5m3 n＝0．2*
48,048,000 山腹工 法切工V＝354．0m3 簡易法枠工A＝867.6m2

３回目

平成23年11月7日

平成23年11月7日～
平成24年3月27日

11,642,400

平成24年3月16日

平成23年11月7日～
平成24年5月21日

12,075,000

平成24年7月24日

平成23年11月7日～
平成24年7月31日

12,440,400

平成23年10月11日

平成23年10月11日～
平成24年3月23日

8,074,500

平成23年11月25日

平成23年10月11日～
平成24年3月23日

9,525,600

平成24年3月16日

平成23年10月11日～
平成24年5月25日

10,161,900

平成24年5月7日

平成23年10月11日～
平成24年5月25日

10,346,700

渓間工 既設谷止嵩上げ工（コンクリート） L＝30．0m H＝8．
50m B＝2．50m V＝361．5m3 n＝0．2*
46,693,500 山腹工 法切工V＝312．0m3 簡易法枠工A＝780．2m2 丸太
筋工L＝113m

５回目

－

（当初）

谷止工１基 Ｖ＝１７４．０ｍ３

揖治第３３０８ 予防治山事業 尾又東 揖斐川町春日川合尾
号
平
又東平

土木一式

リオカ（有）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町春日小宮神１１５８－
１

－
谷止工１基 Ｖ＝１７４．０ｍ３

谷止工の袖部分及び水叩き部分の浸食防止のた
め、袖囲数量を増。

谷止工１基 Ｖ＝１７４．０ｍ３

根固工 Ｖ＝１３．５ｍ３

揖治第３３０９ 県単治山事業 善南寺
池田町片山善南寺山
号
山

土木一式

成瀬建設（株）

岐阜県揖斐郡池田町
片山１５２３－２
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谷止工の掘削土について、埋戻しの結果、残土が
発生するため場外搬出し処理する。

（当初）

１回目

４回目

山腹工 Ａ＝０．１５ｈａ
－

根固工 Ｖ＝１３．５ｍ３
路側擁壁 Ｌ＝１８．０ｍ

山腹工

根固工 Ｖ＝１３．５ｍ３
路側擁壁 Ｌ＝１８．０ｍ

山腹工

根固工 Ｖ＝１３．５ｍ３
路側擁壁 Ｌ＝１８．０ｍ

山腹工

Ａ＝０．１５ｈａ

Ａ＝０．１５ｈａ

Ａ＝０．１７ｈａ

資材搬入路である管理道の路側が崩壊し、工事車
両の進入ができないため、路側構造物を追加施工。

法面清掃後、現地精査の結果、モルタル吹付工を
厚層基材吹付工に変更及び測量精査の結果、法面
保護面積の増。
法面整形の結果、根株が発生したため処分費を計
上。

（当初）

１回目

２回目

３回目

【公表様式】
護岸工 Ｌ＝１６１．０ｍ
平成23年11月9日

平成23年11月9日～
平成24年3月27日

31,710,000

平成24年3月16日

平成23年11月9日～
平成24年4月25日

33,001,500

護岸工 Ｌ＝１６１．０ｍ

揖治第３３１２
復旧治山事業 門ヶ谷 揖斐川町上野門ヶ谷
号

土木一式

（有）安藤建設

岐阜県揖斐郡揖斐川
町房島３６４－１

護岸工 Ｌ＝１６２．８ｍ
平成23年11月9日～
平成24年7月11日
平成24年9月28日

平成23年11月9日～
平成23年11月9日
平成24年3月27日

揖治第３３１３
予防治山事業 井口
号

揖斐川町西横山井口

土木一式

（株）シミズ工業

岐阜県揖斐郡揖斐川
町東横山３３２‐１

平成23年11月9日～
平成24年3月16日
平成24年6月20日

平成24年7月24日

平成23年11月9日～
平成24年8月11日

平成23年12月5日

平成23年12月5日～
平成24年3月26日

（当初）

護岸工の底張に使用する石材は現地発生材の計画
であったが、掘削した結果、必要な数量が見込めな
かったため購入するよう変更。

１回目

崩土除去後、現地精査の結果、ブロック積等の構造
を変更。

29,694,000

３回目

護岸工 Ｌ＝１６２．６ｍ
平成23年11月9日～
平成24年9月24日
平成24年9月28日

－

29,990,100

No．1谷止工（コ） L＝14．0m H＝4．5m V＝ 94．3m3 B＝1．5m
n＝0．2
No．2谷止工（コ） L＝27．5m H＝6．0m V＝273．
23,835,000 3m3 B＝1．5m n＝0．2

４工区左岸において、掘削の結果、治山が脆弱でも
たれ式の構造は不可能と判断し、ブロック積工を自
立式のコンクリート擁壁工に変更。

４回目

－

（当初）

No．1谷止工（コ） L＝14．0m H＝4．5m V＝ 94．3m3 B＝1．5m 谷止工の掘削土について、埋戻しの結果、残土が
n＝0．2
No．2谷止工（コ） L＝27．5m H＝6．0m V＝273． 発生するため場外搬出し処理する。
25,411,050 3m3 B＝1．5m n＝0．2

１回目

No．1谷止工（コ） L＝14．0m H＝4．5m V＝ 94．3m3 B＝1．5m 掘削後、測量精査の結果、袖囲面積の減。
n＝0．2
No．2谷止工（コ） L＝27．5m H＝6．0m V＝273．
22,534,050 3m3 B＝1．5m n＝0．2

３回目

排土工 V＝722ｍ3
12,190,500

－

排土工 V＝722ｍ3
揖治第３３１７
県単治山事業向山
号

揖斐川町春日六合向
山

土木一式

リオカ（有）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町春日小宮神１１５８－
１

平成23年12月5日～
平成24年3月16日
平成24年5月21日

平成24年3月16日～
平成24年3月16日
平成24年10月31日

揖治第３３２２
復旧治山事業 下山
号

揖斐川町東津汲下山

土木一式

（株）ヤマモト

岐阜県揖斐郡揖斐川
町大字三倉１３３－１

１回目

２回目

NO．4谷止工（コンクリート）L＝28．50ｍ H＝8．00 B＝1．50
n＝0．2分 m＝0．05分
64,050,000

－

NO．4谷止工（コンクリート）L＝28．50ｍ H＝8．00 B＝1．50
n＝0．2分 m＝0．05分
62,764,800

平成24年3月16日～
平成25年3月10日

63,582,750
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掘削の結果、排土数量の増

13,808,550

平成24年3月16日～
平成24年8月14日
平成24年10月31日

平成25年2月26日

既設谷止工治山擦り付け部分の埋戻し土が浸食す
るのを防ぐため、筋工を施工

12,901,350

排土工 V＝1053ｍ3
平成23年12月5日～
平成24年5月10日
平成24年5月21日

（当初）

（当初）

モノレール設置の延長を実施延長に変更する。ま
た、リース期間を変更する
１回目

NO．4谷止工（コンクリート）L＝28．50ｍ H＝8．00 B＝2．00
n＝0．2分

根株、枝葉等建設廃材を実施数量に変更
４回目

【公表様式】

平成24年1月30日

揖中第2304号

県営中山間地域総合
整備事業 揖斐川地区 揖斐郡 揖斐川町 春
香六農業集落防災安 日香六地内
全施設工事

土木一式

加藤建設（株）

平成24年1月30日～
平成24年3月26日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町春日小宮神１１５８－
１

農業集落防災安全施設 １か所
擁壁工 もたれ擁壁工 Ｌ＝３０ｍ
付帯工 落石防護柵工 Ｌ＝２８ｍ
転落防止柵工 Ｌ＝５２ｍ
32,550,000
排水路工
Ｌ＝６５ｍ
仮設工
一式
復旧工 ブロック積工 Ａ＝１６５m2

農業集落防災安全施設 １か所
擁壁工 もたれ擁壁工 Ｌ＝３０ｍ
付帯工 落石防護柵工 Ｌ＝２８ｍ
転落防止柵工 Ｌ＝２２．５ｍ
33,772,200
復旧工 ブロック積工 Ａ＝２１８m2
仮設工
一式

平成24年11月9日

平成24年1月30日～
平成24年11月30日

平成24年3月27日

平成24年3月27日～
平成25年2月28日

平成25年2月7日

平成24年3月27日～
平成25年2月28日

21,999,600

平成24年3月28日

平成24年3月28日～
平成25年1月31日

27,567,750

－

（当初）

現場再調査による法面保護工の増

３回目

用水路補修工 L=134.7ｍ

県営中山間地域総合
揖中第2305号 整備事業谷汲地区上
長瀬用水第３期

揖斐郡揖斐川町谷汲
岐礼、長瀬

県営農道施設強化対
揖斐郡揖斐川町谷汲
揖農第2301号 策事業 谷汲地区 農
長瀬、本巣市木知原
道保全対策第１期工事

土木一式

土木一式

（株）山本工務店

所産業（株）

20,265,000

岐阜県揖斐郡揖斐川
町谷汲岐礼１０２６‐１

－
用水路補修工 L=135.7ｍ

岐阜県揖斐郡揖斐川
町谷汲長瀬字岡田１８
２１－３
平成24年3月28日～
平成25年1月22日
平成25年3月21日

（当初）

起工測量の結果、部分的に周長が長い箇所があ
り、吹付面積の増
１回目

谷汲山大橋耐震補強
橋脚補強
３基
落橋防止システム ２か所

谷汲山大橋耐震補強
橋脚補強
３基
31,454,850 落橋防止システム ２か所

－

（当初）

現場調査による掘削勾配や水替工等の変更による
増
１回目

排水路工 Ｌ＝663ｍ

県営農村振興総合整
揖振第2305号 備事業 おおの地区
黒野排水路工事

揖治第３４０１
復旧治山事業 向山
号

揖斐郡大野町黒野

揖斐川町春日六合向
山

土木一式

土木一式

（株）山辰組

加藤建設（株）

平成24年3月28日

平成24年3月28日～
平成25年2月28日

55,125,000

平成25年3月15日

平成24年3月28日～
平成25年3月26日

60,446,400

岐阜県揖斐郡大野町
大字稲畑２０３－１

岐阜県揖斐郡揖斐川
町春日小宮神１１５８－
１

－

排水路工 Ｌ＝662ｍ

平成24年7月10日～
平成24年7月10日
平成25年3月27日

70,875,000

平成25年3月18日

平成24年7月10日～
平成25年7月31日

77,367,150

平成25年8月29日

平成24年7月10日～
平成25年8月31日

76,854,750
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（当初）

生物の生息環境場所の追加。また、切り回し仮設道
路の土砂材料を変更したことによる増。
２回目

谷止工 １基 Ｖ＝９７９．１ｍ３
根継工 １式 ５７ｍ３

－

（当初）

谷止工 １基 Ｖ＝９７９．１ｍ３
根継工 １式 ５９．３ｍ３

・高圧ポンプ車の使用回数に応じた使用料を計上。
・残土処理について、他所管工事（県道拡幅）で使用
したいとの申し入れがあり、残土処分地を変更。

１回目

谷止工 １基 Ｖ＝９７９．１ｍ３
根継工 １式 ５９．３ｍ３

谷止工左岸の掘削の結果、露岩したため袖囲工の
減。

３回目

【公表様式】
平成24年10月1日

平成24年10月1日～
平成25年3月21日

渓間工 No．1谷止工 L＝16．5m、H＝5．0m、B＝1．5m、V＝
161．5m3、n＝2．5分、m＝0．0分 No．2谷止工 L＝24．5m、H
69,090,000 ＝8．0m、B＝1．5m、V＝393．0m3、n＝2．0分、m＝1．5分 山
腹工 １工区 植生基材吹付工 A＝529．1m2
２工区
渓間工 No．1谷止工 L＝16．5m、H＝5．0m、B＝1．5m、V＝
158.4m3、n=2.5分、m= No．2谷止工 L＝24．5m、H＝8．0m、B
＝1．5m、V＝393．0m3、n＝2．0分、m＝1．5分 山腹工 １工
区 植生基材吹付工 A＝455.9m2 ２工区

揖治第３４０４
揖斐郡斐川町瑞岩寺
復旧治山事業 足打谷
号
足打谷

土木一式

西濃建設（株）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪１１５９－８

平成25年3月15日

平成24年10月1日～
平成25年6月10日

平成24年10月1日～
平成25年7月11日
平成25年7月15日

平成24年8月16日

揖治第３４０６
予防治山事業 尾洞
号

揖斐川町春日川合尾
洞

土木一式

加藤建設（株）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町春日小宮神１１５８－
１

平成24年8月16日～
平成25年3月27日

41,080,200

平成24年10月1日～
平成25年3月25日

平成24年10月1日～
平成25年3月18日
平成25年6月10日
粕川商事（株）

NO．1谷止工（コンクリート）
L=25.0m H=9.5m B=1.5m n=0.2 m=0.35 V=589.4m3

平成24年8月16日～
平成25年7月31日

平成24年10月1日

土木一式

NO．1谷止工（コンクリート） L＝24．50m H＝7．50m B＝1．
50m n＝0．20分 m＝0．10分 V*
41,443,500 NO．2谷止工（コンクリート） L＝25．50m H＝7．00m B＝1．
50m n＝0．20分 m＝0．10分 V*

43,543,500

平成24年8月16日～
平成25年8月14日
平成25年9月17日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町脛永１６４７－１

平成25年8月8日

平成24年10月1日～
平成25年9月10日

平成25年9月6日

平成24年10月1日～
平成25年9月10日
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・不安定土砂を掘削した結果、一部の箇所が当初よ
りも極めて深かったことからその箇所のみ置換コン
クリートを施工する。 ・土砂を取り除いた結果、推定
岩盤線に相違が生じたためそれら数量が変更にな
る。 ・NO.２谷止工において岩盤掘削完了後、崩壊
が生じ下流の岩盤が剥離したためその部分の間詰
コンクリートを削除する。 ・NO.３及び４土留工におい
て横断に相違が生じたためブロック積等の数量が変
更になる。 ・１工区において法面整形を実施した結
果、相違が生じたため法面保護工等の数量を訂正
する。 ・２工区のNO.４土留工上部において表土を取
り除いた結果、、極めて危険な地質であったことから
植生基材注入工から植生基材吹付工に変更する。
・植生土のう水路工について法面整形を施工した結
果、谷形成を呈していなかったため、NO.３土留工よ
り上部を不施工とする。 ・索道架設に伴い支障とな
る立木を伐採する。 ・上記理由により立木補償費を
計上する。 ・当初工期内での完成が困難なため、工
期を延長する。

渓間工 No．1谷止工 L＝16．5m、H＝5．0m、B＝1．5m、V＝ 降雨による法面崩壊等に伴い、植生基材吹付面積
161.5m3、n=2.5分、m= No．2谷止工 L＝24．5m、H＝8．0m、 の増。
74,033,400 B＝1．5m、V＝393．0m3、n＝2．0分、m＝1．5分 山腹工 １
工区 植生基材吹付工 A＝434.3m2 ２工区

平成24年8月16日～
平成25年3月15日
平成25年7月31日

平成25年7月11日

揖治第３４１１ 復旧治山事業 足打谷 揖斐川町瑞岩寺足打
号
２
谷

67,636,800

－

NO．1谷止工（コンクリート）
L=25.0m H=9.5m B=1.5m n=0.2 m=0.35 V=544.7m3

NO．1谷止工（コンクリート）
L=25.0m H=9.5m B=1.5m n=0.2 m=0.35 V=544.7m3
38,319,750
山腹工 山腹基礎工 No．1土留工（コ） L＝15．0m、H＝4．
5m、B＝0．5m、n＝3分、m＝0分、V＝54．9m3 No．2土留工
（コ） L＝18．0m、H＝3．5m、B＝0．3m、n＝3分、m＝0．5分、V
14,642,250
＝41．6m3 水路工（植生土のう） L＝40．4m 山腹緑化工 筋
工（鋼） L＝50m

１回目

３回目

－

（当初）

9月17日～18日の豪雨により県道に土砂が流出し、
通行に支障を来した。このため、新たな土砂流出に
備えるため、№2谷止工の施工をとりやめ、№1谷止
工の提高及び構造を変更

１回目

谷止工の床堀の結果、右岸袖部の土質が脆弱で崩
壊等したため、緩勾配となるよう谷止工の構造を変
更

２回目

谷止工右岸下流側の土質が脆弱で崩壊する恐れが
あるため、次回工事で擁壁を設置するまでの間、押
え盛土で保全するよう変更。このことにより、残土処
理の減。

４回目

－

（当初）

山腹工 山腹基礎工 No．1土留工（コ） L＝15．0m、H＝4．
施工箇所上部に、極めて不安定な転石が堆積して
5m、B＝0．5m、n＝3分、m＝0分、V＝54．9m3 No．2土留工 いたことから作業中の危険を回避するため落石防護
（コ） L＝18．0m、H＝3．5m、B＝0．3m、n＝3分、m＝0．5分、V 網工及び仮設モルタル吹付工を施工
16,095,450
＝41．6m3 水路工（植生土のう） L＝40．4m 山腹緑化工 筋
工（鋼） L＝50m
山腹工 山腹基礎工 No．1土留工（コ） L＝15．0m、H＝4．
5m、B＝0．5m、n＝3分、m＝0分、V＝54．9m3 No．2土留工
20,534,850 （コ） L＝18．0m、H＝3．5m、B＝0．3m、n＝3分、m＝0．5分、V
＝41．6m3 山腹緑化工 モルタル吹付工 1150m2、植生基材
吹付工 400m2
山腹工 山腹基礎工 No．1土留工（コ） L＝15m.1、H＝4．
5m、V＝58.8m3 No．2土留工（コ） L＝12．0m、H＝2．5m、V＝
19,038,600 20.1m3 山腹緑化工 モルタル吹付工 987.4m2、植生基材吹
付工 260.8m2

（当初）

１回目

豪雨により工事箇所が拡大崩壊したため、法面保護
工を増。
３回目

法面清掃後、測量精査の結果、法面保護面積の
減。
４回目

【公表様式】

平成24年11月26日

揖治第３４１６
復旧治山事業 馬本
号

揖治第３４１７
予防治山事業 下山
号

揖斐川町瑞岩寺馬本

揖斐川町東横山下山

揖治第３４１８ 予防治山事業 香六下 揖斐川町春日香六下
号
山
山

揖治第３４２１ 地域防災対策総合治
号
山事業 池田山４

池田町宮地野坂谷

揖治第３４２２ 復旧治山事業 門ヶ谷
揖斐川町上野門ヶ谷
号
２

揖林第2406号

道整備交付金事業 林 揖斐郡揖斐川町東横
道揖北線開設工事
山

土木一式

土木一式

土木一式

土木一式

土木一式

土木一式

（有）安藤組

（株）シミズ工業

加藤建設（株）

（株）河村綜建

（有）清水工務店

西建産業（株）

平成24年11月26日～
平成25年3月25日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町小津３１５０

岐阜県揖斐郡揖斐川
町東横山３３２‐１

岐阜県揖斐郡揖斐川
町春日小宮神１１５８－
１

岐阜県揖斐郡池田町
田畑６９９－３

山腹基礎工 のり切工 V＝57m3 No．1土留工（コ） L＝8．
0m、H＝3．5m、B＝0．3m、V＝16．2m3、n＝3．0分、m＝1．0分
No．2土留工（コ） L＝7．0m、H＝4．0m、B＝0．5m、V＝17．
9m3、n＝3．0分、m＝0．0分
No．3土留工（コ） L＝7．5m、H＝3．5m、B＝0．3m、V＝17．
15,225,000 6m3、n＝3．0分、m＝1．0分
No．4土留工（コ） L＝8．0m、H＝4．0m、B＝0．5m、V＝19．
6m3、n＝3．0分、m＝0．0分
水路工（植生土のう） L＝49．4m

－

山腹基礎工 のり切工 V＝57m3 No．1土留工（コ） L＝8．
土留工設置後、測量精査の結果、水路工延長の
0m、H＝3．5m、B＝0．3m、V＝16．2m3、n＝3．0分、m＝1．0分 増。法面清掃後、測量精査の結果、伏工面積の増。
No．2土留工（コ） L＝7．0m、H＝4．0m、B＝0．5m、V＝17．
9m3、n＝3．0分、m＝0．0分
No．3土留工（コ） L＝7．5m、H＝3．5m、B＝0．3m、V＝17．
17,668,350 6m3、n＝3．0分、m＝1．0分
No．4土留工（コ） L＝8．0m、H＝4．0m、B＝0．5m、V＝19．
6m3、n＝3．0分、m＝0．0分
水路工（植生土のう） L＝61.6m

平成25年8月29日

平成24年11月26日～
平成25年9月2日

平成24年11月27日

平成24年11月27日～
平成25年3月28日

27,930,000

平成25年3月15日

平成24年11月27日～
平成25年8月20日

28,980,000

平成25年8月15日

平成24年11月27日～
平成25年8月20日

31,777,200

平成25年1月4日

平成25年1月4日～
平成25年3月27日

平成25年11月22日

平成25年1月4日～
平成26年1月31日

平成25年2月19日

平成25年2月19日～
平成25年3月28日

平成25年3月22日

平成25年2月19日～
平成25年7月15日

11,260,200

平成25年6月11日

平成25年2月19日～
平成25年7月15日

11,131,050

平成25年3月26日

平成25年3月26日～
平成26年9月30日

No．１谷止工 副堤工 L＝24．5m、H＝3．7m、B＝1．50m、V
28,350,000 ＝112．1m3、n＝2．0分、m＝2．0分
受口工 N＝1．0式

平成25年9月26日

平成25年3月26日～
平成26年11月29日

No．１谷止工 副堤工 L＝24．5m、H＝3．7m、B＝1．50m、V 副提工の上流部の両岸の浸食防止及び右岸部に
おける掘削面の保護のため袖囲を施工。
30,000,600 ＝112．1m3、n＝2．0分、m＝2．0分
受口工 N＝1．0式

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪１２５－２

平成25年3月26日

平成25年3月26日～
平成25年11月29日

平成25年10月17日

平成25年3月26日～
平成25年11月29日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町脛永１６４５－１

5 / 10 ページ

谷止工 L＝19．5m H＝7．5m V＝368．1m3 B＝1．5m n＝0．2
副堤工 L＝14．0m H＝4．0m V＝72．0m3 B＝1．2m n＝0．2

－

谷止工 L＝19．5m H＝7．5m V＝368．1m3 B＝1．5m n＝0．2
副堤工 L＝14．0m H＝4．0m V＝72．0m3 B＝1．2m n＝0．2

当初、副堤の床掘土砂を現場内で流用する計画で
あったが、渓流幅が狭く急峻であり流用できないた
め場外に搬出。

谷止工 L＝19．5m H＝7．5m V＝368．1m3 B＝1．5m n＝0．2
副堤工 L＝14．0m H＝4．0m V＝72．0m3 B＝1．2m n＝0．2

床堀等掘削の結果、残土処理量の増

４回目

（当初）

１回目

２回目

NO．1谷止工（コンクリート） L＝15．00m H＝6．00m B＝1．
50 V=144.8m3 NO．2谷止工（コンクリート） L＝24．00m H＝
27,216,000 7．50m B＝1．50 V=298.5m3 固定工 A＝98．9m2（ワイヤー
ロープ伏工 A＝96．0m2 ロープ掛工A＝2．85m2）
NO．1谷止工（コンクリート） L＝19．00m H＝8.50m B＝1．
29,028,300 50 V=349.3m3 固定工 １式 残土処理 １式 仮設工 １
式
谷止工（コンクリート） Ｌ＝22．0ｍ Ｈ＝6．0ｍ Ｖ＝220．8m3
ｂ＝1．5ｍ n＝0．2
11,244,030

（当初）

－

降雨による崩壊土砂が発生したため、残土処理量
の増。

－

谷止工（コンクリート） Ｌ＝22．0ｍ Ｈ＝6．0ｍ Ｖ＝220．8m3
ｂ＝1．5ｍ n＝0．2

支障木の搬出経費の増

谷止工（コンクリート） Ｌ＝22．0ｍ Ｈ＝6．0ｍ Ｖ＝220．8m3
ｂ＝1．5ｍ n＝0．2

掘削の結果、右岸袖部は安定した土砂であったため
袖囲工を廃止し、植生マットにより保護する。

（当初）

４回目

（当初）

１回目

－

開設 W=3.0(4.0)m L=382.5m
道路土工N=1式（切土V=2,309m3 盛土V=160m3 残土
V=2,131m3）
41,475,000 法面保護工（植生基材吹付工、コンクリート吹付工）
－
A=898.6m2
付属施設工N=1式 排水構造物工N=1式
開設 W=3.0(4.0)m L=382.5m
法面崩壊が発生したことによる土工増工。
道路土工N=1式（切土V=2,902m3 盛土V=150m3 残土
V=2,810m3）
44,100,000 法面保護工（植生基材吹付工、簡易吹付法枠工）A=628.6m2
付属施設工N=1式 排水構造物工N=1式

２回目

（当初）

１回目

（当初）

１回目

【公表様式】
平成24年9月18日～
平成25年3月26日

末福農道
農道工 NO.4～NO.6+2.5 NO.7～NO.10
L=102.5m
34,440,000
橋台工 ２ 基（逆T式橋台A1,A2・杭基礎PHC杭Φ 600
L=23m～25m 12本） 付帯工 １ 式
仮設工 １ 式

平成24年9月18日～
平成25年6月18日
平成25年6月28日

末福農道
農道工 NO.4～NO.6+2.5 NO.7～NO.10
L=102.5m
36,545,250
橋台工 ２ 基（逆T式橋台A1,A2・杭基礎PHC杭Φ 600
L=23m～25m 12本） 付帯工 １ 式
仮設工 １ 式

平成24年9月18日
県営中山間地域総合
揖中第2405号 整備事業 谷汲地区
末福農道第２期工事

揖斐郡揖斐川町谷汲
深坂地内

県営中山間地域総合
整備事業 揖斐川北部 揖斐郡 揖斐川町 坂
揖中第2408号
地区 中井用水路第１ 内坂本 地内
期工事

土木一式

土木一式

（株）山本工務店

（有）高橋組

岐阜県揖斐郡揖斐川
町谷汲岐礼１０２６‐１

平成24年10月22日

平成24年10月22日～
平成25年3月22日

17,548,650

用水路工 Ｌ＝９１．２ｍ
現場打水路工（Ｈ６７５＊Ｂ６００） Ｌ＝９１．２ｍ

平成25年5月24日

平成24年10月22日～
平成25年5月31日

12,827,850

用水路工 Ｌ＝９１．０ｍ
現場打水路工（Ｈ６７５＊Ｂ６００） Ｌ＝９１．０ｍ

岐阜県揖斐郡揖斐川
町小津１８９５

平成24年11月6日

県営中山間地域総合
整備事業 揖斐川地区 揖斐郡 揖斐川町 春
揖中第2409号
中山農業集落防災安 日中山 地内
全施設工事

県営中山間地域総合
揖斐郡 揖斐川町 坂
整備事業 揖斐川北部
揖中第2410号
内坂本・坂内広瀬 地
地区 中井用水路第２
内
期・広北用水路工事

県営中山間地域総合
整備事業 揖斐川北部 揖斐郡 揖斐川町 小
揖中第2411号
地区 上ケ野用水路工 津 地内
事

県営中山間地域総合
揖中第2412号 整備事業 谷汲地区
末福農道第３期工事

揖斐郡揖斐川町谷汲
深坂地内

土木一式

土木一式

土木一式

土木一式

加藤建設（株）

揖斐土木建築工業
（株）

（有）安藤組

（株）山本工務店

平成24年11月6日～
平成25年3月21日

岐阜県揖斐郡揖斐川
平成24年11月6日～
町春日小宮神１１５８－ 平成25年10月15日
平成25年12月20日
１

土木一式

（株）山辰組

現地再調査の結果、仮設計画を変更したことによる
増。また、護岸平積ブロックを一部
不施工としたことによる減。

２回目

－

（当初）

岩盤想定線の変更による土工及び水路基礎工の減
２回目

集落防災安全施設工 擁壁工 １式
もたれ式擁壁工 Ｌ＝３
９．０ｍ
ブロック積工 Ａ＝１０５．２ｍ2 付帯工 １式 転
落防止柵工（土中） Ｌ＝８８．８ｍ 転落防止柵工（構造物）
44,971,500 Ｌ＝１２．０ｍ 簡易法枠吹付工 Ａ＝３０６．０ｍ2 排水路工
Ｌ＝５０．０ｍ

－

集落防災安全施設工 擁壁工 １式 もたれ式擁壁工 Ｌ＝３ 現地精査に伴う、埋戻し土の変更及び土砂搬出入
９．０ｍ ブロック積工 Ａ＝１０５．２ｍ2 付帯工 １式 転落 方法の変更による増額
防止柵工（土中） Ｌ＝８８．８ｍ 転落防止柵工（構造物） Ｌ 上記の変更に伴う工期の延長
48,983,550 ＝１２．０ｍ 簡易法枠吹付工 Ａ＝３０６．０ｍ2 排水路工 Ｌ
＝５０．０ｍ
集落防災安全施設工 擁壁工 １式 もたれ式擁壁工 Ｌ＝３ 現地精査に伴う吹付工の増
９．０ｍ ブロック積工 Ａ＝１１２．２ｍ2 付帯工 １式 転落
防止柵工（土中） Ｌ＝８８．８ｍ 転落防止柵工（構造物） Ｌ＝
49,963,200 １２．０ｍ 簡易法枠吹付工 Ａ＝３０６．０ｍ2 排水路工 Ｌ＝
５１．５ｍ

平成24年11月6日～
平成25年12月20日

平成25年3月26日

平成25年3月26日～
平成26年1月31日

47,040,000

平成26年1月27日

平成25年3月26日～
平成26年3月10日

45,220,350

平成25年3月26日

平成25年3月26日～
平成26年1月31日

上ケ野用水路 Ｌ＝６８７ｍ ポリ管φ ３００ Ｌ＝６５９．４ｍ
余水桝工 Ｎ＝１か所 排泥工 Ｎ＝１か所 管理用桝工 Ｎ
17,700,900 ＝１５か所 分水桝工 Ｎ＝６か所 板柵工 Ｌ＝１０５ｍ

平成26年1月7日

平成25年3月26日～
平成26年1月31日

上ケ野用水路 Ｌ＝６８７ｍ ポリ管φ ３００ Ｌ＝６５７．１ｍ 線形見直しに伴う減額
余水桝工 Ｎ＝１か所 排泥工 Ｎ＝１か所 管理用桝工 Ｎ
17,228,400 ＝１５か所 分水桝工 Ｎ＝５か所 板柵工 Ｌ＝９９ｍ

平成25年3月26日

平成25年3月26日～
平成26年2月28日

34,755,000 床板橋

中井用水路第２期
ｍ

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪４３８－４

岐阜県揖斐郡揖斐川
町小津３１５０

岐阜県揖斐郡揖斐川
町谷汲岐礼１０２６‐１

平成24年11月13日
揖斐郡大野町下方地
内

（当初）

平成25年12月9日

平成25年3月26日～
平成26年3月14日
平成26年3月25日

県営農村振興総合整
備事業 おおの地区
揖振第2401号
南方・下方農道第１期
工事

－

平成24年11月13日～
平成25年3月26日
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広北用水路

Ｌ＝６５３ｍ

広北用水路

３回目

（当初）

Ｌ＝５２８ 現場再調査による事業費の増減、及びそれに伴う
工期の延長
１回目

末福農道
農道拡幅工事 L=73.0m 幅員 ５m
橋梁上部工事（桁・床板） プレテンション方式PC単純
橋長 L=17.5m 幅員 ５m

末福農道
農道拡幅工事 L=73.0m 幅員 ５m
橋梁上部工事（桁・床板） プレテンション方式PC単純
36,920,100 床板橋
橋長 L=17.5m 幅員 ５m
橋梁下部工
逆Ｔ式橋台 ２基
８本
農道工事 NO.41+2～NO.43+3.2

基礎杭
L=41.2m

59,388,000
橋梁下部工
８本
47,695,200

２回目

Ｌ＝５２８
－

中井用水路第２期
ｍ

岐阜県揖斐郡大野町
大字稲畑２０３－１
平成24年11月13日～
平成25年6月14日
平成25年6月28日

Ｌ＝６５３ｍ

（当初）

逆Ｔ式橋台 ２基

基礎杭

－

（当初）

１回目

－

（当初）

現地調査の結果、管瀬川側へ流出する農水管が存
在することが判明し、流出縦工を施工したことによる
増。

２回目

－

（当初）

Φ 1,000

Φ 1,000 架空線管理者及び上部工業者と協議した結果、
ヤードを低くする必要があることが判明したため、
本線道路工を不施工としたことによる減。

２回目

【公表様式】
平成24年11月13日～
平成25年3月26日

農道拡幅改良工事
施工延長 729m
第１工区 L=414.5m NO.0+5.5～NO.21
第２工区 L=110.0m NO.24～NO.28 NO.31～
42,189,000
NO.32+10
第４工区 L=204.5m NO.55+15.5～NO.66

平成24年11月13日～
平成26年3月11日
平成26年3月24日

農道拡幅改良工事
施工延長 729m
第１工区 L=414.5m NO.0+5.5～NO.21
第２工区 L=110.0m NO.24～NO.28 NO.31～
49,739,550
NO.32+10
第４工区 L=204.5m NO.55+15.5～NO.66

平成24年11月13日
県営農村振興総合整
揖振第２４０２ 備事業 おおの地区
号
南方・下方農道第２期
工事

揖斐郡大野町南方・下
土木一式
方地内

県営農村振興総合整
揖振第２４０３ 備事業 おおの地区
揖斐郡大野町公郷地
号
揖斐幹線・衣斐幹線除 内
塵機付帯工事

県営農村振興総合整
揖振第2404号 備事業 おおの地区
稲畑防護柵設置工事

県営農村振興総合整
備事業 おおの地区
揖振第2405号
南方・下方農道第３期
工事

揖斐郡大野町稲畑地
内

揖斐郡大野町下方地
内

岐阜県揖斐郡大野町
大字稲畑２０３－１

平成25年2月25日～
平成25年2月25日
平成25年3月26日
鋼構造物

と土コ

鋼構造物

（株）山辰組

（株）共同組

（株）郷鉄工所

揖斐郡池田町宮地地
内

農業土木

農業土木

大同コンサルタンツ
（株）

岐阜県土地改良事業
団体連合会

岐阜県土地改良事業
団体連合会

１ 式
１ 式

除塵機付帯工事
揖斐幹線用水路
衣斐幹線用水路

１ヶ所
１ヶ所

１ 式
１ 式

平成25年2月25日～
平成25年5月10日

平成25年3月4日

平成25年3月4日～
平成25年3月26日

平成25年4月5日

平成25年3月4日～
平成25年4月19日

3,728,550

平成25年3月26日

平成25年3月26日～
平成25年12月17日

39,795,000

7,186,200

岐阜県不破郡垂井町
表佐字大持野５８－２

防護柵工
PH-3W L=503.5m

(単純非合成鋼桁)

鋼橋製作架設
橋長 L=38.2m
40,255,950
重量 58.609t

(単純非合成鋼桁)

測量業務 L=400m
土質調査 4個所
9,501,450 工事用道路設計 L=350m

平成25年3月21日

平成25年3月21日～
平成25年12月20日
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－

現地測量 1,200m2
土質調査 １個所
12,474,000 小水力発電基本計画策定 １式

岐阜県岐阜市下奈良２
丁目１３番１号

平成25年3月21日～
平成26年3月10日

２回目

（当初）

現場精査による。

鋼橋製作架設
橋長 L=38.2m
重量 58.639t

平成25年3月22日～
平成25年9月30日

平成26年2月17日

（当初）

２回目

平成25年9月10日

岐阜県岐阜市下奈良２
丁目１３番１号

２回目

衣斐幹線上流部付帯工において、地元協議により
進入防止のためのネットフェンスを追加した。

－

測量業務 L=400m
土質調査 4個所
8,400,000 工事用道路設計 L=350m

平成25年3月21日～
平成25年12月20日

－

3,717,000

平成25年3月22日～
平成25年3月22日
平成25年9月30日
岐阜県岐阜市中鶉２－
１１

起点部暗渠及び寺田川暗渠の施工について、関係
機関と再協議した結果、全面通行止から仮設迂回
道路による施工としたことによる増額及び工期の延
期。

（当初）

防護柵工
PH-3W L=505.2m

岐阜県揖斐郡大野町
大字西方４４２

平成25年3月21日～
平成25年3月21日
平成26年3月10日

農業土木

１ヶ所
１ヶ所

平成25年5月1日

平成25年10月10日

農村振興総合整備実
測揖振第２４０
施計画調査 池田地区 揖斐郡池田町地内
２号
実施計画策定業務

除塵機付帯工事
揖斐幹線用水路
6,924,750
衣斐幹線用水路

岐阜県揖斐郡大野町
大字稲畑２０３－１

平成25年3月26日～
平成25年10月28日
平成25年12月17日

県営ため池等整備事業
測揖池第２４０
揖斐郡揖斐川町谷汲
谷汲池地区 調査測量
１号
徳積地内
業務

県営農村環境整備事
測揖環第２４０ 業（小水力発電整備
１号
型）宮地地区 基本計
画策定業務

（株）山辰組

－

現地測量 1,200m2
土質調査 １個所
小水力発電基本計画策定 １式
11,510,100

測量業務 １式
地質調査業務 １式
実施計画策定業務
１式
農業用用排水路整備 ９路線
農業集落道整備
農業集落防災安全施設整備 ４路線
9,366,000 １路線

（当初）

関係機関との協議により、架設計画を変更したこと
による増額。
１回目

－

（当初）

ボーリング調査の実施にあたり、掘進延長の増及び
土質区分の変更による地質調査費の増額。
１回目

－

（当初）

・土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）の価格
積算基準に基づき、公益法人を対象とする場合によ
り、諸経費及び技術経費を算定することによる減
額。
・ボーリング調査の結果、当初想定していた地質と
異なったことによる調査費の増額。

１回目

－

（当初）

測量業務 １式
地質調査業務 １式
実施計画策定業務 ・橋梁拡幅設計に伴い土木協議の結果、地質調査
１式 農業用用排水路整備 ６路線 農業集落道整備 １路 が必要となり、ボーリング調査を実施したことによる
線 農業集落防災安全施設整備 １路線
増。
8,213,100
・地元との再協議により計画路線の一部見直しをし
たこと、及び、土地改良工事積算基準に基づき公益
法人を対象とした諸経費率での積算による減。

１回目

【公表様式】

県営中山間地域総合
測揖中第2407 整備事業 揖斐川北部 揖斐郡 揖斐川町 坂
号
地区 広東用水路他測 内・久瀬・谷汲 地内
量設計業務

揖治第２５１４
復旧治山事業 白倉
号

揖斐郡揖斐川町外津
汲字白倉地内

農業土木

と土コ

平成25年3月22日～
平成25年11月29日

平成25年6月28日

平成25年3月22日～
平成25年11月29日

14,367,150

平成25年10月24日

平成25年3月22日～
平成26年2月28日

17,188,500

平成26年2月21日

平成25年3月22日～
平成26年2月28日

17,222,100

平成25年10月1日

平成25年10月1日～
平成26年3月27日

吹付法枠工 １０７４．２ｍ２
簡易吹付法枠工 １５４８．３ｍ２
83,160,000 土留工（コ） Ｌ＝１７．５ｍ、Ｈ＝３．５ｍ、Ｖ＝４９．７ｍ３

平成25年10月1日～
平成26年3月25日
平成26年6月20日

吹付法枠工 １０７４．２ｍ２
簡易吹付法枠工 １７５７．５ｍ２
96,121,080 土留工（コ） Ｌ＝１７．５ｍ、Ｈ＝３．５ｍ、Ｖ＝４９．７ｍ３

岐阜県岐阜市中鶉４ー
（株）興栄コンサルタント
１１

西建産業（株）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町脛永１６４５－１

揖斐郡揖斐川町瑞岩
寺字馬本地内

揖治第２５２０ 予防治山事業 山之上 揖斐郡揖斐川町谷汲
号
２
徳積字山之上地内

土木一式

土木一式

（有）林グリーンワーク
ス

（株）山本工務店

土木一式

（株）和田建材

平成25年10月1日～
平成26年9月20日

平成26年3月25日

平成26年3月25日～
平成26年12月26日

平成26年11月18日

平成26年3月25日～
平成26年12月26日

平成26年3月25日

平成26年3月25日～
平成26年9月30日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町極楽寺字松原１１６
番地の１

102,259,800

用水 地元要望による一部路線の取り下げ及び現地再精
査による測量、設計延長の減

路線測量
Ｌ＝１．４９ｋｍ
設計業務
Ｌ＝１．４４ｋｍ
構想設計 1式

用 ・現地再精査による測量。設計延長の増
・上記の変更に伴う工期の延期

測量業務 路線測量
Ｌ＝１．５２ｋｍ
設計業務
用水路設計 Ｌ＝１．４７ｋｍ
構想設計
1式

吹付法枠工 １５３６．６ｍ
簡易吹付法枠工 １９１３．３ｍ２

（当初）

１回目

２回目

・現地再精査による測量等の増
３回目

－
降雨により山腹斜面が拡大崩壊したため法面保護
面積の増。

施工中の安全確保のため落石防護柵追加による増
工

（当初）

１回目

３回目

（当初）

１回目

護岸工（二面張） Ｌ＝３６．０ｍ
－
護岸工（三面張） Ｌ＝４０．５ｍ
護岸工（二面張） Ｌ＝ ４．４ｍ
26,040,960

平成26年3月25日～
平成26年9月19日

20,952,000

（当初）

現地精査の結果による仮設工の増工
１回目

ＮＯ．３谷止工（コンクリート） Ｌ＝３３．５ｍ Ｈ＝７．０ｍ Ｖ＝３
８５．４ｍ３

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪８７５－１
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測量業務
水路設計

Ｌ＝１．２６ｋｍ
設計業務
構想設計
1式

24,354,000

平成26年3月25日～
平成26年9月11日
平成26年9月30日

平成26年3月25日～
平成26年7月14日
平成26年9月19日

測量業務 路線測量
路設計 Ｌ＝１．２１ｋｍ

－

ＮＯ．１ 谷止工（コ） Ｌ＝１７．５ｍ Ｈ＝５．０ｍ Ｖ＝１３３．７ｍ
３
ＮＯ．２ 谷止工（コ） Ｌ＝１９．０ｍ Ｈ＝７．０ｍ Ｖ＝２２２．５ｍ
３
50,760,000 ＮＯ．３ 谷止工（コ） Ｌ＝１５．５ｍ Ｈ＝５．５ｍ Ｖ＝１３７．３ｍ
－
３
のり切工 Ｖ＝１５８ｍ３
ＮＯ．１～５ 土留工（コ） Ｖ＝１３７．３ｍ３
水路工（土のう） Ｌ＝９７．２ｍ
ＮＯ．１ 谷止工（コ） Ｌ＝１７．５ｍ Ｈ＝５．０ｍ Ｖ＝１３３．７ｍ 現地精査による数量変更とそれに伴う増額
３
ＮＯ．２ 谷止工（コ） Ｌ＝１９．０ｍ Ｈ＝７．０ｍ Ｖ＝２２２．５ｍ
３
53,900,640 ＮＯ．３ 谷止工（コ） Ｌ＝１５．５ｍ Ｈ＝６．０ｍ Ｖ＝１５６．９ｍ
３
のり切工 Ｖ＝１３４ｍ３
土留工（コ）Ｎ＝１基 Ｖ＝５．９ｍ３ かご枠工 Ｌ＝１４ｍ
伏工（植生マット）
Ａ＝５９９．０ｍ２
護岸工（三面張） Ｌ＝４０．５ｍ

岐阜県揖斐郡揖斐川
町谷汲岐礼１０２６‐１

平成26年3月25日
揖治第２５２２ 復旧治山事業 足打谷 揖斐郡揖斐川町瑞岩
号
３
寺字足打谷地内

用地測量
Ｌ＝１．５４ｋｍ

平成25年3月22日

平成26年9月11日

揖治第２５１９
復旧治山事業 馬本２
号

測量業務 路線測量
Ｌ＝１．５４ｋｍ
Ａ＝３，０００m2
設計業務 用水路設計
17,430,000 構想設計 1式

－

（当初）

ＮＯ．３谷止工（コンクリート） Ｌ＝３３．５ｍ Ｈ＝７．０ｍ Ｖ＝３ 現地精査の結果、袖部の保護が必要となったため
８５．４ｍ３
袖囲の増工
21,121,560

１回目

【公表様式】

平成25年11月18日

揖林第2502号

農山漁村地域整備交
付金事業 林道春日・ 揖斐郡揖斐川町春日
久瀬線(1工区)開設・橋 美束
梁下部工事

土木一式

西濃建設（株）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪１１５９－８

平成26年3月20日

平成26年7月24日

平成26年3月25日

揖林第2504号

農山漁村地域整備交
付金事業 林道春日・
久瀬線(2工区)開設工
事

道整備交付金事業 林
揖林第2505号
道揖北線法面工事

揖斐郡揖斐川町春日
美束

揖斐郡揖斐川町東横
山

土木一式

と土コ

（株）山晃

県営農村振興総合整
備事業 おおの地区
南方・下方農道第５期
工事

揖斐郡大野町南方・下
土木一式
方地内

平成25年11月18日～
平成26年7月31日

平成25年11月18日～
平成26年7月31日

平成26年3月25日～
平成26年10月20日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町春日美束４３０－２

（株）山辰組

消費税率変更に伴う増額

開設 W=5.5(7.0)m L=117m
土工(切土V=1,823m3 盛土V=2,103m3)
法面保護工(植生基材吹付工)A=723m2
擁壁工(ブロック積 A=162m2、逆T式RC V=102m3、補強土壁
A=241m2)
75,816,000
橋梁下部工[鳩谷橋 L=37.0m W=5.5(7.0)m]
橋台工A1(逆T式、直接基礎)N=1基
護岸工(ブロック積)A=238m2

現地精査による内容変更に伴う増額

開設 W=5.5(7.0)m L=83m
土工（切土V=785m3 盛土V=1,681m3）
擁壁工（ブロック積A=21.6m2）
22,788,000 函渠工（2.1m×3.7m L=10.5m）
防護施設工（ガードレールL=11.5m）
付帯施設工N=1式
開設 W=5.5(7.0)m L=83m
土工（切土V=814m3 盛土V=1,725m3）
擁壁工（ブロック積A=21.6m2）
24,590,520 函渠工（2.1m×3.7m L=10.5m）
防護施設工（ガードレールL=15.0m）
付帯施設工N=1式

平成26年3月25日～
平成26年10月20日

平成26年3月25日

平成26年3月25日～
平成26年10月31日

法面工 N-1式
法面保護工（植生基材吹付工、コンクリート吹付工）
31,112,802 A=5,939.1m2

平成26年7月28日

平成26年3月25日～
平成26年10月31日

法面工 N-1式
法面保護工（植生基材吹付工、コンクリート吹付工）
35,640,000 A=6,628.1m2

イビデングリーンテック 岐阜県大垣市河間町３
（株）
－５５

平成26年3月25日～
平成26年10月24日

岐阜県揖斐郡大野町
大字稲畑２０３－１

平成26年10月20日

平成26年3月25日～
平成26年10月24日
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－

開設 W=5.5(7.0)m L=117m
土工(切土V=1,857m3 盛土V=2,034m3)
法面保護工(植生基材吹付工)A=565m2
擁壁工(ブロック積 A=158m2、逆T式RC V=102m3、補強土壁
A=241m2)
74,196,000
橋梁下部工[鳩谷橋 L=37.0m W=5.5(7.0)m]
橋台工A1(逆T式、直接基礎)N=1基
護岸工(ブロック積)A=238m2

平成26年10月1日

平成26年3月25日

揖振第2503号

平成25年11月18日～
平成26年3月25日

開設 W=5.5(7.0)m L=117m
土工(切土V=1,857m3 盛土V=2,034m3)
法面保護工(植生基材吹付工)A=565m2
擁壁工(ブロック積 A=158m2、逆T式RC V=102m3、補強土壁
A=241m2)
72,135,000
橋梁下部工[鳩谷橋 L=37.0m W=5.5(7.0)m]
橋台工A1(逆T式、直接基礎)N=1基
護岸工(ブロック積)A=240m2

南方・下方農道 L=119.6m
第１工区
付帯工 １ 式
第３工区(NO.45+1.9～NO.49+16.8)L=94.9m
土工・付帯工 １ 式 舗装工 A=819m2
31,276,800
第４工区(NO.54+10.8～NO.55+15.5)L=24.7m
土工・付帯工 １ 式 舗装工 A=1,377m2

南方・下方農道 L=119.6m
第１工区
付帯工 １ 式
第２工区
付帯工 １ 式
第３工区(NO.45+1.9～NO.49+16.8)L=94.9m
29,814,480
土工・付帯工 １ 式 舗装工 A=812m2
第４工区(NO.54+10.8～NO.55+15.5)L=24.7m
土工・付帯工 １ 式 舗装工 A=1,391m2

（当初）

１回目

２回目

－

（当初）

地元調整の結果に基づく付帯施設工の増工

１回目

－
現地精査の結果、不安定な法面を追加して施工す
ることに伴う増額

（当初）

１回目

－

（当初）

・NO.53+13.6付近の横断ボックスカルバートが、再調
査したところ既設利用できたため、減額となる。
・NO.46～NO.50付近に隣接する取付道路において、
道路舗装を行えば既設側溝へ排水可能であるた
め、舗装工A=303m2を増工する。

１回目

【公表様式】
平成26年3月26日
県営中山間地域総合
整備事業 谷汲地区
揖中第2508号
木曽屋ほ場整備等附
帯工事

揖斐郡揖斐川町谷汲
木曽屋他地内

土木一式

（株）高橋建設

平成26年3月26日～
平成26年8月22日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町谷汲神原３２３
平成26年3月26日～
平成26年8月11日
平成26年8月22日

平成26年3月27日～
平成26年3月27日
平成27年3月20日
県営かんがい排水事業
揖か第２５０２
揖斐郡 池田町上田地
揖西池田地区 第２期
土木一式
号
内
工事

（有）林グリーンワーク
ス

岐阜県揖斐郡揖斐川
町極楽寺字松原１１６
番地の１
平成27年3月19日

平成26年3月27日～
平成27年3月20日

平成26年3月20日～
平成26年3月20日
平成26年7月7日
測揖治第２５２ 治山事業地質調査業
０号
務 足打谷他１

測揖治第２５２ 治山事業測量設計業
１号
務 城ん谷外１

揖斐郡揖斐川町瑞岩
寺字足打谷地内他１

揖斐郡揖斐川町市場
字城ん谷外１地内

地質調査

森林土木

木曽屋ほ場整備
L=20.2m
2,268,000 末福農道
上長瀬用水路

西井川用水路 表面補修工
表面補修工
Ｌ＝７５７．２ｍ
目地・ひび割れ補修工 １式
47,844,000
付帯工
１式

45,171,000

平成26年3月20日～
平成26年7月7日

8,373,240

平成26年3月20日

平成26年3月20日～
平成26年9月5日

4,644,000

地質調査
ボーリング調査 Ｌ＝７０．０ｍ
標準貫入試験 Ｎ＝６２回

標準貫入試験３５回
標準貫入試験２４回

－

（当初）

現場再精査の結果、法面保護の必要な箇所がある
ことが判明したことによる法面保護工の増。
１回目

－

（当初）

町との協議による施工延長の減に伴う事業費の減。
諸経費合算による事業費の減。
１回目

－

（当初）

現地精査の結果、ボーリング延長の増、それに伴い
標準貫入試験回数が増
１回目

山腹工、渓間工
測量設計業務 一式

岐阜県瑞穂市中宮３８
１番地の１
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西井川用水路 表面補修工
表面補修工
L=716.2m、A=2158m2
目地・ひび割れ補修工 １式
付帯工
１式

地質調査
足打谷 ボーリング調査５箇所
7,992,000 城ん谷 ボーリング調査４箇所

平成26年6月18日

平成26年3月20日～
平成26年8月26日
平成26年9月30日

安全施設工（グルーピング） A=117m2
法面保護工（養生マット） A=86m2

木曽屋ほ場整備 湧水処理工（カゴ工 ３段） L=62.0m（1段
平均 L=20.7m）
末福農道
安全施設工（ガードレー
2,404,080 ル、隅切拡幅） N=1式
上長瀬用水路 法面保護工（植生マット） A=117m2

（株）朝日土質設計コン 岐阜県岐阜市須賀４－
サルタント
１７－１６

（株）東海プランニング

湧水処理工（カゴ工 ３段）

－
山腹工、渓間工
測量設計業務 一式

5,055,480

（当初）

現地調査の結果、測量業務を増とする。また、増額
に伴い工期を延長する。
１回目

