【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２６０３ 地域防災対策総合治
号
山事業 峰山

揖治第２６０５
復旧治山事業 尾洞
号

揖斐郡揖斐川町上野
字峰山

揖斐郡揖斐川町春日
川合尾洞

揖治第２６０６
揖斐郡揖斐川町小津
予防治山事業 下瀬古
号
字下瀬古

揖治第２６０７ 地域防災対策総合治
号
山事業 池田山

揖治第２６１１ 地域防災対策総合治
号
山事業 池田山２

揖斐郡池田町宮地時
雨落

とび・土工

土木一式

土木一式

土木一式

揖斐郡池田町宮地字コ
土木一式
ウトケ谷

契約金額（円）

平成26年7月22日

平成26年7月22日～
平成27年3月25日

73,892,790

固定工
ワイヤーロープネット工 A=3164.0m2
ワイヤーロープ掛工 N=1箇所

平成26年3月19日

平成26年7月22日～
平成27年7月22日

76,764,240

固定工
ワイヤーロープネット工 A=3266.5m2
ワイヤーロープ掛工 N=1箇所

平成26年8月25日

平成26年8月25日～
平成27年3月25日

44,668,800

NO.1谷止工 L=35.60m H=8.00m V=523.6m3 W=1.50m
護岸工 L=17.50m H=4.00m V=74.3m3
受口工 N=1式
崩土撤去Ｎ＝1式

平成27年3月19日

平成26年8月25日～
平成27年7月22日

46,054,440

NO.1谷止工 L=35.60m H=8.00m V=523.6m3 W=1.50m
護岸工 L=17.50m H=4.00m V=74.3m3
受口工 N=1式
崩土撤去Ｎ＝1式

平成27年6月16日

平成26年8月25日～
平成27年8月20日

46,054,440

平成27年8月4日

平成26年8月25日～
平成27年8月20日

46,054,440

平成26年8月18日

平成26年8月18日～
平成27年3月20日

30,067,200

平成26年12月19日

平成26年8月18日～
平成27年3月20日

平成27年3月19日

イビデングリーンテック 岐阜県大垣市河間町３
（株）
－５５

加藤建設（株）

（有）橋本組

第一建設（株）

第一建設（株）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町春日小宮神１１５８－
１

岐阜県揖斐郡揖斐川
町小津７７２

発注機関：揖斐農林事務所
施工（履行）期間

工事（業務）概要

NO.1谷止工 L=35.60m H=8.00m V=523.6m3 W=1.50m
護岸工 L=17.50m H=4.00m V=74.3m3
受口工 N=1式
崩土撤去Ｎ＝1式
N0,1 谷止工 L=35.6m H=8.00m V=523.6.m3 W=1.5m
護岸工 L=17.5.m H=4.0m V=74.3m3
受口工 N=1式

変更理由

変更回次

-

当初

現地精査の結果、起伏の影響により施工面積の
増。

-

１回

当初

仮設道路の幅員確保のため大型土嚢の設置及び
県道占用協議により交通誘導員の増。

１回目

仮設道路の土を現場内流用が出来なくなり、土取
場より運搬となった。運搬に日数を要するため工期
の変更。

２回目

次年度施工の支障となる袖囲いの減及び仮設道路
工事の大型土嚢の増。

３回目

NO.2谷止工（コンクリート） L=19.50m H=5.50m V=172.7m3
NO.3谷止工（コンクリート） L=16.00m H=6.50m V=162.8m3

-

当初

36,664,920

NO.2谷止工（コンクリート） L=19.50m H=5.50m V=172.7m3
NO.3谷止工（コンクリート） L=17.50m H=6.50m V=183.6m3
法面保護工 Ａ＝88.0m2

NO,3谷止工の掘削中、左岸法面法面崩が崩壊した
ため、袖部の貫入量確保のため延長の増、及び掘
削時の安全確保のため法面保護工事の追加。

１回目

平成26年8月18日～
平成27年7月22日

36,664,920

N0,2 谷止工 （コンクリート） L=19.5m H=5.5m V=172.7.m3 資材搬入路の通行規制により工期を延長する。
NO,3 谷止工 （コンクリート） L=16.0m H=6.5.m V=181.0m3
法面保護工 A=88.0m2

２回目

平成27年7月3日

平成26年8月18日～
平成27年10月31日

36,664,920

N0,2 谷止工 （コンクリート） L=19.5m H=5.5m V=172.7.m3 資材搬入路工事の工期延長に伴い、通行規制の延
NO,3 谷止工 （コンクリート） L=16.0m H=6.5.m V=181.0m3 長となったため工期を延長する。
法面保護工 A=88.0m2

３回目

平成27年9月30日

平成26年8月18日～
平成27年10月31日

38,264,400

N0,2 谷止工 （コンクリート） L=19.5m H=5.5m V=179.6.m3 NO,3左岸法面崩壊の増とNO,2左岸法面崩壊発生
NO,3 谷止工 （コンクリート） L=16.0m H=6.5.m V=183.6m3 により植生マットの追加。
法面保護工(植生マット） A=529.6m2

４回目

平成26年9月22日

平成26年9月22日～
平成27年3月20日

61,020,000

流路工(ブロック積)三面張 L=220.7m

平成27年1月5日

平成26年9月22日～
平成27年3月20日

61,020,000

流路工(ブロック積)三面張 L=220.7m

予算枠の変更

１回目

平成27年3月19日

平成26年9月22日～
平成27年7月24日

66,062,520

流路工(ブロック積)三面張 L=220.7m

掘削の結果、根株処理費の増

２回目

平成27年7月10日

平成26年9月22日～
平成27年7月24日

63,807,480

流路工(ブロック積)三面張 L=220.7m

残土の現場内処理により経費の減。

３回目

平成26年9月30日

平成26年9月30日～
平成27年3月20日

61,236,000

谷止工（コンクリート） V=1074.9m3

-

当初

平成27年3月19日

平成26年9月30日～
平成27年7月24日

57,804,840

谷止工（コンクリート） V=758.7m3

豪雨により左岸袖部の崩壊があり土砂撤去の増。
右岸中段から上段の同様の土質であり袖部の検討
のため谷止工を減とするとともに工期の延長。

１回目

平成27年6月26日

平成26年9月30日～
平成27年10月30日

57,804,840

谷止工（コンクリート） V=758.7m3

出水が多く土砂の撤去作業等に不測の日程を要す
るので工期の延長をする

２回目

平成27年9月11日

平成26年9月30日～
平成27年10月30日

60,986,520

谷止工（コンクリート） V=830.2m3

谷止め裏側の堆砂土の余裕が少ないため、谷止め
工の施工高さを上げたことによるコンクリート等の
増。

３回目

岐阜県揖斐郡池田町
段２９－３

岐阜県揖斐郡池田町
段２９－３
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-

当初

【公表様式】

揖治第２６１２
揖斐郡揖斐川町谷汲
予防治山事業 沖野裏
号
岐礼字沖野裏

揖治第２６１３
予防治山事業 山之上
号

揖治第２６１４
県単治山事業 尾市２
号

揖治第2615号 復旧治山事業 障子洞

揖治第2616号

土木一式

揖斐郡揖斐川町谷汲
土木一式
徳積字山之上

揖斐郡揖斐川町谷汲
名礼字尾市

揖斐郡揖斐川町春日
小宮神字障子洞

県単治山事業 天神洞 揖斐郡揖斐川町谷汲
外１
徳積字天神洞 外１

土木一式

土木一式

土木一式

（株）山本工務店

所産業（株）

所産業（株）

加藤建設（株）

（有）國枝工務店

平成26年9月30日

平成26年9月30日～
平成27年3月20日

56,808,000

流路工（ブロック） L=263m

平成27年3月19日

平成26年9月30日～
平成27年7月24日

56,808,000

流路工（ブロック） L=256m

現地精査の結果、用水管があるので支障になる部
分を次期施工とする、及び影響調査のため水位観
測をするため工期の延長。

１回目

平成27年7月10日

平成26年9月30日～
平成27年9月18日

57,333,960

流路工（ブロック） L=256m

流路工の背後法面の保護及び移動のための人道
橋の施工増。追加工事により工期の延長。

２回目

平成26年9月30日

平成26年9月30日～
平成27年3月25日

30,693,600

流路工（ブロック） L=122m

平成27年1月5日

平成26年9月30日～
平成27年3月25日

30,693,600

流路工（ブロック） L=122m

予算枠の変更

１回目

岐阜県揖斐郡揖斐川
平成26年9月30日～
町谷汲長瀬字岡田１８ 平成27年3月19日
平成27年7月24日
２１－３

30,693,600

流路工（ブロック） L=122m

用地関係による工期の延長

２回目

平成27年7月17日

平成26年9月30日～
平成27年9月30日

30,693,600

流路工（ブロック） L=122m

工事施工について地権者との協議が必要になった
ため工期の延長をする。

３回目

平成27年9月16日

平成26年9月30日～
平成27年9月30日

32,871,960

流路工（ブロック） L=122m

既設ブロックへ取付を設計していたが掘削の結果、
既設の根入れが少ないため谷止めまで取り付け延
長を増。

４回目

平成26年12月5日

平成26年12月5日～
平成27年3月25日

37,677,960

流路工 L=90.0m

-

当初

平成26年12月15日

平成26年12月5日～
平成27年3月25日

37,677,960

流路工 L=90.0m

予算枠の変更

１回目

岐阜県揖斐郡揖斐川
平成26年12月5日～
町谷汲長瀬字岡田１８ 平成27年3月24日
平成27年6月22日
２１－３

40,797,000

流路工 L=90.0m

清算に伴う枝葉処理費の増。

２回目

平成27年6月11日

平成26年12月5日～
平成27年9月30日

40,797,000

流路工 L=90.0m

東屋補修等の増による工期の延長。

３回目

平成27年9月8日

平成26年12月5日～
平成27年9月30日

45,225,000

流路工 L=92.0m

東屋補修等の増。

４回目

平成26年12月8日

平成26年12月8日～
平成27年3月25日

45,684,000

土工 N=1式（崩土除去V=416m3、残土処理V=597m3）
伏工 A=373.5m2 仮設工Ｎ＝１式

岐阜県揖斐郡揖斐川
平成26年12月8日～
町春日小宮神１１５８－ 平成27年3月19日
平成27年7月22日
１

46,616,040

土工 N=1式（整形土・崩土除去V=1,274m3、残土処理
V=1,274m3）
仮設工Ｎ＝１式

平成27年7月1日

平成26年12月8日～
平成27年7月22日

46,616,040

土工 N=1式（整形土・崩土除去V=1,746m3、残土処理
V=1,700m3）
仮設工Ｎ＝１式

平成27年1月9日

平成27年1月9日～
平成27年3月25日

14,148,000

天神洞 護岸工（ブロック積）L=57.6m 仮設工 1式
堂ヶ洞 土留工（練石積）A=42.8m2
護岸工（練石積）L=9.5m
仮設工 １式

平成27年3月19日

平成27年1月9日～
平成27年5月25日

14,148,000

天神洞 護岸工（ブロック積）L=57.6m 仮設工 1式
堂ヶ洞 土留工（練石積）A=42.8m2
護岸工（練石積）L=9.5m
仮設工 １式

仮設道路の補償物件の移転交渉により工期の延長。 １回目

平成27年5月8日

平成27年1月9日～
平成27年7月31日

14,148,000

天神洞 護岸工（ブロック積）L=57.6m 仮設工 1式
堂ヶ洞 土留工（練石積）A=42.8m2
護岸工（練石積）L=9.5m
仮設工 １式

残土の土質が悪いので受入場所の検討のため、
工期を延長する。

２回目

平成27年7月27日

平成27年1月9日～
平成27年9月15日

14,601,600

天神洞 護岸工（ブロック積）L=57.6m 仮設工 １式
堂ヶ洞 土留工（練石積）A=37.0m2
護岸工（練石積）L=11.8m
仮設工 １式

堂ケ洞護岸工の既設が空石積みのため延長の増。

３回目

岐阜県揖斐郡揖斐川
町谷汲岐礼１０２６‐１

岐阜県揖斐郡揖斐川
町谷汲岐礼４００－１
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-

-

-

当初

当初

当初

降雨により流出の恐れがあるため土砂撤去の増
と、それにかかる工期の延長。

１回目

地形が急峻であり既設土留工を乗り越えるため掘
削の増に伴う土工の増。

２回目

-

当初

【公表様式】

揖治第2617号 県単治山事業 寺上

揖斐郡池田町小寺字
寺上

土木一式

（有）渡邊業務店

平成26年12月15日

平成26年12月15日
～平成27年3月25日

23,976,000

谷止工（コンクリート）V=359.6m3

-

当初

平成27年3月24日

平成26年12月15日
～平成27年6月24日

26,198,640

谷止工（コンクリート）V=349.7m3

地権者との協議により仮設道路路線変更及び
橋梁の拡幅のためH鋼・鉄板の増。それに伴い工期
延長

１回目

平成27年6月9日

平成26年12月15日
～平成27年8月14日

26,198,640

谷止工（コンクリート）V=349.7m3

仮設道路の変更、及び法面からの湧水対策検討。
路盤の改良検討のため工期延長

２回目

平成27年7月21日

平成26年12月15日
～平成27年8月14日

26,579,880

谷止工（コンクリート）V=349.7m3

仮設道路法面からの湧水対策。路盤の改良の増。

３回目

平成27年1月9日

平成27年1月9日～
平成27年3月25日

21,211,200

土留工（コンクリート） V=16.3m3
筋工（丸太） L=214m
A=1062.6m2
水路工（コルゲート） L=140.6m

柵工（鋼製） L=10m
伏工（植生マット）

土留工（コンクリート） V=16.3m3
筋工（丸太） L=214m
A=969.5m2
水路工（コルゲート） L=140.6m

柵工（鋼製） L=10m
伏工（植生マット）

土留工（コンクリート） V=16.3m3
筋工（丸太） L=214m
A=969.5m2
水路工（コルゲート） L=140.6m

柵工（鋼製） L=10m
伏工（植生マット）

岐阜県揖斐郡池田町
田畑２３８

平成27年3月24日

揖治第2618号 県単治山事業 北平

揖斐郡池田町宮地字
北平

土木一式

（株）河村綜建

揖治第2620号

揖斐郡揖斐川町東津
汲字下山

予防治山事業 山之上 揖斐郡揖斐川町谷汲
２
徳積字山之上

土木一式

土木一式

山本商事（株）

所産業（株）

22,322,520

当初

浸食により水路勾配を変化させたため掘削の増、接
合部の補強の増、その施工に時間を要するため工
期の延長

洗越工 １箇所

１回目

現場の堆積土は崩壊しやすいため工程がかかり工
期を延長する。

２回目

柵工 精査による変更、
水路工 現地精査による変更

３回目

岐阜県揖斐郡池田町
田畑６９９－３
平成27年5月7日

揖治第2619号 県単治山事業 下山

平成27年1月9日～
平成27年5月20日

-

洗越工 １箇所

平成27年1月9日～
平成27年7月31日

22,322,520

洗越工 １箇所

平成27年6月30日

平成27年1月9日～
平成27年7月31日

22,322,520

土留工（コンクリート） V=16.3m3
柵工（鋼製） L=31.8m
筋工（丸太） L=177m
伏工（植生マット） A=1,350.5m2
水路工（コルゲート） L=157.0m

平成27年1月9日

平成27年1月9日～
平成27年3月25日

17,280,000

排土工 V=100m3

平成27年3月19日

平成27年1月9日～
平成27年6月22日

17,356,680

排土工 V=257m3

現地精査の結果土量の増、それに伴い工期の延長。 １回目

平成27年4月16日

平成27年1月9日～
平成27年6月22日

17,677,440

排土工 V=257m3

残土の土質変更に伴い残土処分地の変更。

平成27年3月24日

平成27年3月24日～
平成27年9月30日

23,824,800

護岸工（ブロック積）L=97.8m

岐阜県揖斐郡揖斐川
平成27年3月24日～
町谷汲長瀬字岡田１８ 平成27年7月17日
平成27年12月２5日
２１－３

23,824,800

護岸工（ブロック積）L=97.8m

ため池との取り付けについて協議を要するため、
工期を延長する

１回目

平成27年3月24日～
平成28年3月25日

30,734,640

護岸工（ブロック積）L=97.8m
取付水路工 １式

取付水路工 ため池洪水吐きまでの現況が洗掘
の恐れがるので取り付けする。それに伴い工期を延
長する。

２回目

岐阜県揖斐郡揖斐川
町乙原５２５

平成27年12月11日
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-

-

当初

２回目

当初

【公表様式】

108,216,000

開設 W=4.0(5.0)m L=160m
土工（切土V=1,238m3、盛土V=96m3、残土V=2,469m3）
現場吹付法枠工（F500）L=329.5m
アンカー工（削孔径φ115mm L=21.0～26.5m）N=73本
排水施設工N=1式

平成26年9月30日～
平成27年3月19日
平成27年8月21日

108,216,000

開設 W=4.0(5.0)m L=160m
土工（切土V=1,238m3、盛土V=96m3、残土V=2,469m3）
現場吹付法枠工（F500）L=329.5m
アンカー工（削孔径φ115mm L=21.0～26.5m）N=73本
排水施設工N=1式

工事車両の通行の調整により工期延長

１回目

平成26年9月30日～
平成27年9月18日

108,216,000

開設 W=4.0(5.0)m L=160m
土工（切土V=1,238m3、盛土V=96m3、残土V=2,469m3）
現場吹付法枠工（F500）L=329.5m
アンカー工（削孔径φ115mm L=21.0～26.5m）N=73本
排水施設工N=1式

グラウンドアンカー施工時の湧水処理のため
工期の延長

２回目

110,108,160

開設 W=4.0(5.0)m L=136.5m
土工（切土V=1,130m3、盛土V=76m3、残土V=2,520m3）
現場吹付法枠工（F500）L=333.0m
アンカー工（削孔径φ115mm L=21.0～26.5m）N=74本
排水施設工N=1式

グラウンドアンカー追加、水抜きのための集水ボー
リングの追加

３回目

45,900,000

開設 W=5.5(7.0)m L=27m
土工（切土V=818m3 盛土V=1,583m3）
擁壁工（ブロック積A=41.8m2 重力式擁壁V=104.1m3 逆T式
擁壁V=130.1m3）
函渠工（1.6m×1.6m L=13.2m）
防護施設工（ガードレールL=37.0m）
排水施設工 N=1式

-

当初

47,143,080

開設 W=5.5(7.0)m L=27m
土工（切土V=818m3 盛土V=1,572m3）
擁壁工（ブロック積A=41.8m2 重力式擁壁V=103.6m3 逆T式
擁壁V=127.0m3）
函渠工（1.6m×1.6m L=13.2m）
防護施設工（ガードレールL=35.7m）
排水施設工 N=1式

L型擁壁の屈曲部の斜切加工の増及び床掘による
埋設管の移設の増等により工期の延長

１回目

48,588,120

開設 W=5.5(7.0)m L=27m
土工（切土V=677m3 盛土V=1,616m3）
擁壁工（ブロック積A=93.4m2 重力式擁壁V=92.5m3 逆T式擁
土質が悪いため逆Ｔ擁壁をブロック積みに変更、暗
壁V=80.5m3）
渠の維持管理のためサイズの変更と工期の延長
函渠工（1.6m×1.6m L=16.0m）
防護施設工（ガードレールL=85.7m）
排水施設工 N=1式

２回目

48,182,040

開設 W=5.5(7.0)m L=27m
土工（切土V=677m3 盛土V=1,533m3）
擁壁工（ブロック積A=93.4m2 重力式擁壁V=92.5m3 逆T式擁
現道への取り付けのため盛り土の仕上げ高さを下
壁V=80.5m3）
げたことによる施工土量の減。
函渠工（1.6m×1.6m L=16.0m）
防護施設工（ガードレールL=85.6m）
排水施設工 N=1式

３回目

平成26年9月30日～
平成26年9月30日
平成27年3月25日

道整備交付金事業 林
揖斐郡揖斐川町春日
揖林第2601号 道三倉～上ヶ流線（2工
六合
区）開設工事

土木一式

（株）久保田工務店

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪５２１－１
平成27年8月11日

平成26年9月30日～
平成27年9月14日
平成27年9月18日

平成26年10月14日

平成27年3月19日

揖林第2602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）開設工 美束
事

土木一式

加藤建設（株）

平成26年10月14日
～平成27年3月25日

平成26年10月14日
～平成27年7月24日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町春日小宮神１１５８－
１
平成27年7月10日

平成27年8月10日

平成26年10月14日
～平成27年8月21日

平成26年10月14日
～平成27年8月21日
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-

当初

【公表様式】

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
揖林第2603号
久瀬線 鳩谷橋上部工 美束
事

鋼構造物

（株）郷鉄工所

平成26年12月9日

平成26年12月9日～
平成27年3月25日

61,344,000

橋梁上部工（単純合成桁）
鳩谷橋 L=37.0m W=5.5(7.0)m
製作工 W=64.5t
架設工 N=1式

平成27年3月19日

平成26年12月9日～
平成27年7月31日

54,417,960

橋梁上部工（単純合成桁）
鳩谷橋 L=37.0m W=5.5(7.0)m
製作工 W=66.3t
架設工 N=1式

鋼板変更による減及び橋台が用水との調整により
施工が伸びたため工期延長

１回目

平成27年7月6日

平成26年12月9日～
平成27年11月30日

54,417,960

橋梁上部工（単純合成桁）
鳩谷橋 L=37.0m W=5.5(7.0)m
製作工 W=66.3t
架設工 N=1式

河川内にベント設置のため,出水時期を考慮し工期
延長

２回目

平成27年11月13日

平成26年12月9日～
平成27年11月30日

55,190,160

橋梁上部工（単純合成桁）
鳩谷橋 L=37.0m W=5.5(7.0)m
製作工 W=66.3t
架設工 N=1式

伸縮装置を非排水構造変更したことによる金額の増。 ３回目

87,480,000

開設 W=3.0(4.0)m L=260m
土工（切土V=6,975m3、盛土V=278m3）
法面保護工（植生基材吹付工t=3cm、A=688.8m2
モルタル吹付工t=7cm）A=2,549.8m2
擁壁工（ブロック積工A=56.0m2、コンクリート擁壁工
V=137.2m3）
排水施設工 N=1式
防護施設工 N=1式

-

当初

85,587,840

開設 W=3.0(4.0)m L=260m
土工（切土V=6,975m3、盛土V=278m3）
法面保護工（植生基材吹付工t=3cm、A=688.8m2
モルタル吹付工t=7cm）A=2,287.86m2
擁壁工（ブロック積工A=56.0m2、コンクリート擁壁工
V=137.2m3）
排水施設工 N=1式
防護施設工 N=1式

岩質が良いためモルタル吹付の減、及び土質の悪
い所の掘削方法の検討に時間を要するため工期の
延長

１回目

土質が悪い個所の掘削勾配の変更に伴い残土の
増、土質の検討によりモルタル吹付面積の減

２回目

岐阜県不破郡垂井町
表佐字大持野５８－２

平成27年2月9日

道整備交付金事業 林
揖林第2604号 道三倉～上ヶ流線（1工 揖斐郡揖斐川町三倉
区）開設工事

揖中第2604号

県営中山間地域総合
整備事業 谷汲地区
沖野農業集落排水路
工事

揖斐郡揖斐川町谷汲
岐礼地内

土木一式

土木一式

（株）ヤマモト

（株）山本工務店

平成27年2月9日～
平成27年10月8日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町大字三倉１３３－１ 平成27年9月14日 平成27年2月9日～
平成27年10月22日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町谷汲岐礼１０２６‐１

平成27年10月15日

平成27年2月9日～
平成27年10月22日

85,587,840

平成26年9月24日

平成26年9月24日～
平成27年3月25日

43,308,000

平成27年3月19日

平成26年9月24日～
平成27年6月19日

42,744,240

平成27年6月10日

平成26年9月24日～
平成27年7月31日

42,544,440

5 / 9 ページ

開設 W=3.0(4.0)m L=210.6m
土工（切土V=8,341m3、盛土V=285m3）
法面保護工（ モルタル吹付工t=7cm）A=707.1m2
擁壁工（ブロック積工A=43.0m2、コンクリート擁壁工
V=137.2m3）
排水施設工 N=1式
防護施設工 N=1式
土工 N=1式
排水路工 L=218m
・排水路工（排水フリューム H1500×B1500） L=200.7m
・函渠工（現場打ちボックスカルバート H1800×B3000）
L=17.1m
付帯工 N=1式
仮設工 N=1式
土工 N=1式
排水路工 L=217.8m
・排水路工（排水フリューム H1500×B1500） L=200.7m
・函渠工（現場打ちボックスカルバート H1800×B3000）
L=17.1m
付帯工 N=1式
仮設工 N=1式
土工 N=1式
排水路工 L=218.0m
・排水路工（排水フリューム H1500×B1500） L=200.9m
・函渠工（現場打ちボックスカルバート H1800×B3000）
L=17.1m
付帯工 N=1式
仮設工 N=1式

-

当初

-

当初

他事業の残土を使用するため土工の減、排水路流
末処理の用地取得のため工期の延長

１回目

排水路法面に良質土盛り土したため法面保護の
減、及び下流部において他工事調整のため工期延
長

２回目

【公表様式】

平成26年12月2日

県営中山間地域総合
整備事業 谷汲地区
揖斐郡揖斐川町谷汲
揖中第2605号
深坂排水路（その２）工 深坂地内
事

県営中山間地域総合
揖中第2607号 整備事業 谷汲地区
高科用水路工事

揖斐郡揖斐川町谷汲
高科地内

土木一式

土木一式

揖斐建設（株）

所産業（株）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町谷汲深坂９１８ー１

平成26年12月2日～
平成27年3月19日
平成28年1月15日

（株）森本組

加藤建設（株）

１回目

深沢6排水路の流入工の管路は既設利用の計画で
あったが掘削の結果、老朽化しており施工したこと
による増

２回目

-

当初

22,583,880

平成26年12月2日

平成26年12年2日～
平成27年3月20日

21,985,560

Ａ路線 ・土工 N=1式 ・水路工（BF500,BF550） L=558m ・付
帯工 N=1
Ｂ路線 ・土工 N=1式 ・水路工（ソケット付Ｕ字溝B450×
H450） L=87m
・付帯工 N=1式

岐阜県揖斐郡揖斐川
町谷汲長瀬字岡田１８ 平成27年3月19日 平成26年12年2日～
平成27年6月19日
２１－３

21,658,320

Ａ路線 ・土工 N=1式 ・水路工（BF500,BF550） L=558m ・付
帯工 N=1
既設水路のブロック積みが町道擁壁と一体化して
Ｂ路線 ・土工 N=1式 ・水路工（ソケット付Ｕ字溝B450×
おり、
残すことにより工事費
H450） L=85m
の減、路線変更を検討するため工期の延長
・付帯工 N=1式

１回目

平成26年12年2日～
平成27年6月19日

21,722,040

Ａ路線 ・土工 N=1式 ・水路工（BF500,BF550） L=558m ・付
地元調整により代掻き期間の用水確保のため仮設
帯工 N=1
費の増、及び既設水路をコンクリートで埋める計画
Ｂ路線 ・土工 N=1式 ・水路工（ソケット付Ｕ字溝B450×
であったが撤去可能なため土砂での埋戻しとなった
H450） L=85m
ことにより工事費の減
・付帯工 N=1式

２回目

22,680,000

農道工 Ｌ＝３８４ｍ （１－１交通）
土工
１式
排水工
１式
安全施設工 １式
擁壁工
Ｎ＝３カ所
舗装工
Ａ＝１０５３ｍ2

24,692,040

農道工 Ｌ＝３８４ｍ （１－１交通）
土工
１式
排水工
１式
安全施設工 １式
擁壁工
Ｎ＝３カ所
舗装工
Ａ＝１０６２ｍ2

68,601,600

農業集落道（１－１交通）Ｌ＝２４４ｍ
土 工
１式
補強土壁工
Ａ＝５３９ｍ2
ブロック積工
Ａ＝８４６ｍ2
舗装工（上層路盤まで）Ａ＝７１２ｍ2

68,601,600

農業集落道（１－１交通）Ｌ＝２４４ｍ
土 工
１式
補強土壁工
Ａ＝５３９ｍ2
ブロック積工
Ａ＝８４６ｍ2
舗装工（上層路盤まで）Ａ＝７１２ｍ2

掘削法面の上部民地が豪雨により崩壊が発生し
た。
安全確保のため立木伐採の許可を取り、工事完成
までに時間がかかるため工期を延長する。

1回目

70,972,200

農業集落道（１－１交通）Ｌ＝２３９ｍ
土 工
１式
補強土壁工
Ａ＝３０９ｍ2
ブロック積工
Ａ＝７９４ｍ2
舗装工（上層路盤まで）Ａ＝６７８ｍ2

終点部擁壁工は次年度施工との取り合わせのため
８ｍ減とする。 掘削土を流用予定であったが、土質
が悪いため残土して、不足土を他地区から運搬とし
た。

2回目

平成27年3月24日～
平成28年1月8日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町春日六合８５２－１
平成27年3月24日～
平成28年1月8日

平成27年3月24日～
平成27年3月24日
平成28年1月28日

土木一式

残土を他事業で使用することで計画したが土質が
悪いため処分費の増及び深沢排水路の掘削に水
道管が支障となり路線検討に期間を要すため工期
延長

当初

平成26年12月2日～
平成28年1月15日

平成27年11月30日

県営中山間地域総合
揖中第２６０９
揖斐郡揖斐川町春日
整備事業 揖斐川地区
号
中山地内
中山集落道第３期工事

21,986,640

深坂５排水路 ・土工 N=1式 ・排水路工（B1500×H900敷設
替） L=200m
・仮設工 N=1式
深坂６排水路 ・土工 N=1式 ・排水路工（B2500×H900敷設
替） L=222m
・仮設工 N=1式

-

平成28年1月5日

平成27年3月24日

土木一式

20,844,000

深坂５排水路 ・土工 N=1式 ・排水路工（B1500×H900敷設
替） L=200m
・仮設工 N=1式
深坂６排水路 ・土工 N=1式 ・排水路工（B2500×H900敷設
替） L=222m
・仮設工 N=1式

平成27年6月8日

県営中山間地域総合
揖中第２６０８
揖斐郡揖斐川町春日
整備事業 揖斐川地区
号
美束地内
琴乗農道工事

平成26年12月2日～
平成27年3月20日

深坂５排水路 ・土工 N=1式 ・排水路工（B1500×H900敷設
替） L=200m
・仮設工 N=1式
深坂６排水路 ・土工 N=1式 ・排水路工（B2500×H900敷設
替） L=222m
・仮設工 N=1式

岐阜県揖斐郡揖斐川
平成27年3月24日～
町春日小宮神１１５８－ 平成28年1月22日
平成28年2月29日
１

平成27年3月24日～
平成28年2月24日
平成28年2月29日
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-

隣接する民家石積みが不安定なため路線変更し、
Ｌ型擁壁の追加及び家屋調査の増

-

当初

１回目

当初

【公表様式】

県営農村振興総合整
揖振第２６０３
備事業 おおの地区
号
八木排水路工事

揖斐郡大野町公郷地
内

土木一式

白山建設（株）

平成27年2月17日

平成27年2月17日～
平成27年3月25日

29,376,000

八木排水路 Ｌ＝６３５．５ｍ
土工 １式
排水路工（Ｕ型フリューム）L=635.5m

-

当初

平成27年3月20日

平成27年2月17日～
平成28年2月15日

29,376,000

八木排水路 Ｌ＝６３５．５ｍ
土工 １式
排水路工（Ｕ型フリューム）L=635.5m

-

1回目

平成28年2月5日

平成27年2月17日～
平成28年2月29日

29,376,000

八木排水路 Ｌ＝６３５．５ｍ
土工 １式
排水路工（Ｕ型フリューム）L=635.5m

2号暗渠工に町の水道管が埋設されており、撤去・
復旧工事のため工期の延長。

2回目

平成28年2月24日

平成27年2月17日～
平成28年2月29日

30,272,400

八木排水路 Ｌ＝６３５．９ｍ
土工 １式
排水路工（Ｕ型フリューム）L=635.9m

2号暗渠工に町の水道管が埋設されており、撤去・
復旧工事費の増、及びそれに伴う交通整理員の
増。

3回目

53,849,880

トンネル照明改修工 Ｌ＝１０３２ｍ
照明機器設置（ＬＥＤ） Ｎ＝７３台
配管・配線（新設）
１式
既設照明機器撤去
Ｎ＝１５４台
既設配管・配線撤去
１式

-

当初

56,047,680

トンネル照明改修工 Ｌ＝１０３２ｍ
照明機器設置（ＬＥＤ） Ｎ＝７３台
配管・配線（新設）
１式
既設照明機器撤去
Ｎ＝１５４台
既設配管・配線撤去
１式

トンネル付近の抗外灯 灯具の取り換え時期を超過
しているものを替えたことによる増

１回目

平成27年3月24日～
平成27年9月18日
平成27年9月25日

56,593,080

トンネル照明改修工 Ｌ＝１０３２ｍ
照明機器設置（ＬＥＤ） Ｎ＝７３台
配管・配線（新設）
１式
既設照明機器撤去
Ｎ＝１５４台
既設配管・配線撤去
１式

平成27年3月24日～
平成27年7月31日

35,964,000

トンネル法面等改修工 １式
坑口法面改修工 １式
坑口壁面補修工 １式
トンネル壁面補修工 １式

-

当初

平成27年3月24日～
平成27年7月28日
平成27年7月31日

36,711,360

トンネル法面等改修工 １式
坑口法面改修工 １式
坑口壁面補修工 １式
トンネル壁面補修工 １式
付帯工 １式

坑口法面・壁面の塗装について現地確認の結果想
定より劣化していなかったため減額、また景観配慮
のため歩道植栽帯の植栽の追加施工による増

１回目

平成26年11月28日

平成26年11月28日
～平成27年3月20日

4,374,000

農業用水路施設監視用測点設置 １式 (L=22.7km)

-

当初

平成27年3月6日

平成26年11月28日
～平成27年3月30日

4,798,440

農業用水路施設監視用測点設置 １式 (L=25.4km)

施設管理者との協議により延長の増、調査路線の
増に伴い工期延長

１回

平成27年3月25日

平成26年11月28日
～平成27年4月30日

4,798,440

農業用水路施設監視用測点設置 １式 (L=25.4km)

施設管理者が地元とのとの協議をするため工期延
長

２回

岐阜県揖斐郡大野町
大字稲富９８３－３

平成27年3月24日～
平成27年3月24日
平成27年7月31日

農道施設改修事業 揖
揖改第２６０１
揖斐郡揖斐川町桂地
斐中部地区 東ノ山ト
号
内
ンネル照明改修工事

土木一式

末永電気（株）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町極楽寺字松原１１６
－３

平成27年3月24日～
平成27年7月24日
平成27年9月25日

平成27年3月24日
農道施設改修事業 揖
揖改第２６０２
揖斐郡揖斐川町桂地
斐中部地区 東ノ山ト
号
内
ンネル法面等改修工事

基幹的農業用水路強
測揖強第２６０ 靱化事業 揖斐地区
１号
施設監視用測点設置
業務

揖斐川町・池田町・大
野町

土木一式

西濃建設（株）

コンサル（農業
（株）ユニオン
土木）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町上ミ野１２８

岐阜県岐阜市西河渡
２ー５７
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農道の安全を図るため安全施設の補修をしたための増 ２回目

【公表様式】

24,732,000

設計業務 ・小水力発電実施設計 N=1式
丈量測量業務 ・丈量測量業務 A=25,900m2 ・補償物件調査
業務 A=2,100m2

28,166,400

設計業務 ・小水力発電実施設計 N=1式
丈量測量業務 ・丈量測量業務 A=25,900m2 ・補償物件調査
揖斐川町・地元との調整により発電所位置・管路の
業務 A=2,100m2
変更があり、平面測量・地質調査の増となった
測量業務 ・平板測量 A=2,140m2
地質調査業務 ・ボーリング調査 L=26m

1回目

平成26年5月12日～
平成27年1月26日
平成27年3月20日

29,700,000

設計業務 ・小水力発電実施設計 N=1式
丈量測量業務 ・丈量測量業務 A=75,600m2 ・補償物件調査 丈量業務において、路線変更となったため対象面
業務 A=580m2
積の増及び地質調査業務は対象土質の変更に伴う
測量業務 ・平板測量 A=1,560m2
減
地質調査業務 ・ボーリング調査 L=26m

2回目

平成27年3月19日

平成26年5月12日～
平成27年6月30日

29,700,000

設計業務 ・小水力発電実施設計 N=1式
丈量測量業務 ・丈量測量業務 A=75,600m2 ・補償物件調査
関係土地所有者の相続があり、用地交渉に時間が
業務 A=580m2
かかるため工期の延長
測量業務 ・平板測量 A=1,560m2
地質調査業務 ・ボーリング調査 L=26m

3回目

平成27年3月19日

平成27年3月19日～
平成27年12月4日

18,738,000

測量業務 ・路線測量 L=150m
設計業務 ・小水力発電実施設計 N=1式
丈量測量業務 ・丈量測量業務 A=15,100m2 ・補償物件調査
業務 A=1,000m2

当初

岐阜県岐阜市下奈良２ 平成27年11月24日 平成27年3月19日～
平成28年3月18日
丁目１３番１号

17,013,240

測量業務 ・路線測量 L=150m
設計業務 ・小水力発電実施設計 N=1式
発電所予定地の境界確認に時間がかかるため工
丈量測量業務 ・丈量測量業務 A=13,700m2 ・補償物件調査 期の延長、また精査により丈量面積の減
業務 A=550m2

1回目

19,999,440

測量業務 ・路線測量 L=150m
設計業務 ・小水力発電実施設計 N=1式 地質調査3ｹ所
管理道路の設計で擁壁が必要となったこと、それに
(L=16.5m)
伴い土質試験の増
丈量測量業務 ・丈量測量業務 A=13,700m2 ・補償物件調査
業務 A=550m2

2回目

172,800,000

ため池改修 一式
堤体工 盛土Ｖ＝６，１７０ｍ3、張ブロックＡ＝１，１７４ｍ2
取水設備 斜樋φ５００mm×Ｌ８．４ｍ、底樋φ１１００mm×Ｌ
４８．５ｍ
洪水吐 Ｗ７．３ｍ×Ｈ３．９ｍ～Ｗ３．７ｍ×Ｈ２．２ｍ，Ｌ＝
４８．３ｍ（現場打Ｃｏ）
仮設工 仮設道路、管理用道路

当初

174,489,120

ため池改修 一式
堤体工 盛土Ｖ＝６，１７０ｍ3、張ブロックＡ＝１，１７４ｍ2
取水設備 斜樋φ５００mm×Ｌ８．４ｍ、底樋φ１１００mm×Ｌ
堤体内堆積土の配合試験に基づき安定処理材の
４８．５ｍ
添加量増に伴う増額
洪水吐 Ｗ７．３ｍ×Ｈ３．９ｍ～Ｗ３．７ｍ×Ｈ２．２ｍ，Ｌ＝
４８．３ｍ（現場打Ｃｏ）
仮設工 仮設道路、管理用道路

1回目

159,143,400

ため池改修 一式
堤体工 盛土Ｖ＝６，１７０ｍ3、張ブロックＡ＝１，１７４ｍ2
取水設備 斜樋φ５００mm×Ｌ８．４ｍ、底樋φ１１００mm×Ｌ
近隣で堤体盛土を確保（各務原から谷汲へ変更）し
４８．５ｍ
たことによる減。
洪水吐 Ｗ７．３ｍ×Ｈ３．９ｍ～Ｗ３．７ｍ×Ｈ２．２ｍ，Ｌ＝
４８．３ｍ（現場打Ｃｏ）
仮設工 仮設道路、管理用道路

2回目

平成26年5月12日

平成26年5月12日～
平成27年1月30日

平成26年5月12日～
平成26年10月14日
平成27年1月30日

県単小水力発電施設
測揖電第2603
整備事業 諸家地区
号
調査測量設計業務

県営農村環境整備事
測揖環第2603
業 飛鳥川用水地区
号
調査測量設計業務

揖斐郡揖斐川町坂内
坂本地内

揖斐郡揖斐川町北方
地内

コンサル（農業 ＮＴＣコンサルタンツ
土木）
（株） 岐阜営業所

コンサル（農業 岐阜県土地改良事業
土木）
団体連合会

岐阜県岐阜市市橋６ー
１３ー１７

平成27年3月19日～
平成28年2月10日
平成28年3月18日

平成26年9月18日

県営ため池等整備事業
揖池債第２６０
揖斐郡揖斐川町谷汲
谷汲池地区 第１期工
１号
徳積地内
事

土木一式

平成26年9月18日～
平成29年2月28日

西濃・所特定建設工事 （代表構成員）岐阜県
平成26年9月18日～
共同企業体 （代表構 揖斐郡揖斐川町上ミ野 平成27年3月24日
平成29年2月28日
成員 西濃建設（株） ） １２８

平成27年4月16日

平成26年9月18日～
平成29年2月28日
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-

-

-

当初

【公表様式】

県営ため池等整備事業
揖池債第２６０
揖斐郡揖斐川町谷汲
谷汲池地区 第１期工
１号
徳積地内
事

土木一式

西濃・所特定建設工事 （代表構成員）岐阜県
平成26年9月18日～
共同企業体 （代表構 揖斐郡揖斐川町上ミ野 平成28年3月28日
平成29年2月28日
成員 西濃建設（株） ） １２８

県単小水力発電施設
揖電債第２６０ 整備事業 名倉用水地 揖斐郡揖斐川町
１号
区 発電設備製作・据 西津汲地内
付工事

電気施設工事

イビデンエンジニアリン
大垣市木戸町１１２２
グ（株）

県単小水力発電施設
揖電債第２６０ 整備事業 下辻南用水 揖斐郡揖斐川町
２号
地区 発電設備製作・ 小津地内
据付工事

電気施設工事 西濃建設（株）

県単小水力発電施設
揖電債第２６０ 整備事業 諸家地区
揖斐郡揖斐川町
３号
発電設備製作・据付工 坂内坂本地内
事

電気施設工事 西濃建設（株）

県営農村環境整備事
揖環債第２６０
揖斐郡池田町宮地地
業 宮地地区 発電設
１号
内
備製作・据付工事

電気施設工事

167,933,520

2回目

-

当初

-

当初

平成27年3月24日

平成27年3月24日～
128,520,000
平成29年2月13日

水力発電設備製作・据付
落差＝２７．５m

平成27年3月24日

平成27年3月24日～
78,840,000
平成29年2月13日

最大使用水量＝0.25m3／Ｓ
有効落差＝ 34.7m
水車（横軸フランシス）最大出力 ６４ＫＷ
発電機（横軸三相誘導発電機）出力 ６４ｋｗ 据付１式

平成27年7月6日

平成27年3月24日～
77,808,600
平成29年2月13日

最大使用水量＝0.25m3／Ｓ
有効落差＝ 34.7m
水車（横軸フランシス）最大出力 ６４ＫＷ
発電機（横軸三相誘導発電機）出力 ６４ｋｗ 据付１式

揖斐郡揖斐川町上ミ野
１２８

揖斐郡揖斐川町上ミ野
平成27年3月24日～
平成27年3月24日
127,440,000
１２８
平成29年2月13日

イビデンエンジニアリン
大垣市木戸町１１２２
グ（株）

ため池改修 一式
堤体工 盛土Ｖ＝６，１６１ｍ3、張ブロックＡ＝１，１７４ｍ2
取水設備 斜樋φ５００mm×Ｌ８．４ｍ、底樋φ１１００mm×Ｌ 大雨により発生した法面崩壊の復旧のため、崩壊
４８．５ｍ
土の搬出、倒木処理、仮設の大型土のう設置・撤
洪水吐 Ｗ７．３ｍ×Ｈ３．９ｍ～Ｗ３．７ｍ×Ｈ２．２ｍ，Ｌ＝ 去、植生基材吹付が必要となったことによる増。
４８．３ｍ（現場打Ｃｏ）
仮設工 仮設道路、管理用道路

平成27年3月24日

平成27年3月24日～
94,651,200
平成29年2月13日
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使用水量＝０．８m3
クロスフロー水車 １５０ｋｗ

合算による諸経費の減

1回目

最大使用水量＝0.5m3／Ｓ
有効落差＝ 55.2m
水車（クロスフロー）最大出力 １９０ＫＷ
発電機（横軸三相誘導発電機）出力 １９０ｋｗ 据付１式

-

当初

最大使用水量＝0.14m3／Ｓ
有効落差＝ 54.46m
水車（クロスフロー）最大出力 ５０ＫＷ
発電機（横軸三相誘導発電機）出力 ５０ｋｗ 据付１式

-

当初

