発注機関

工事_委託_
番号

工事_業務_名

施工場所

工事_業務_
種別

契約の相手方の商号
又は名称

契約の相手方の住所

揖斐土木事務所

契約締結日
（変更契約締結日）

施工_履行_期間_自

施工_履行_期間_至

契約金額_円

工事_業務_概要

復旧延長 Ｌ＝３４．２ｍ
巨石積工 Ｌ＝２５．７ｍ ＳＬ＝３．８～５．６ｍ Ａ＝１２
９ｍ2
斜路工（巨石張）Ｌ＝３０．２ｍ Ａ＝３３５ｍ2
25,294,500
帯工 Ｎ＝４基
雑工 すりつけ工 巨石張工Ｌ＝１４．１ｍＡ＝７３ｍ2
仮設工 工事用道路工（Ｗ＝４．０ｍ）Ｌ＝６７ｍ 大型土
のう工 Ｎ＝９袋
復旧延長 Ｌ＝３４．２ｍ
巨石積工 Ｌ＝２５．７ｍ ＳＬ＝３．８～５．６ｍ Ａ＝１２
９ｍ2
斜路工（巨石張）Ｌ＝３０．２ｍ Ａ＝３３５ｍ2
26,023,500
帯工 Ｎ＝４基
雑工 すりつけ工 巨石張工Ｌ＝１４．１ｍＡ＝７３ｍ2
仮設工 工事用道路工（Ｗ＝４．０ｍ）Ｌ＝６７ｍ 大型土
のう工 Ｎ＝５袋

変更理由

変更回次

平成25年2月12日

平成25年2月12日

平成25年7月16日

揖斐土木事務所

平成26年4月14日

平成25年2月12日

平成26年5月30日

揖斐土木事務所

平成25年9月6日

平成25年9月6日

平成26年3月20日

56,490,000

施工延長 Ｌ＝１１５ｍ
直立式雪崩予防柵 Ｌ＝１１５ｍ Ｈ＝２．０ｍ Ｗ＝５． －
０ｍ Ｎ＝２３基

平成25年9月18日

平成25年9月6日

平成26年3月20日

41,679,750

施工延長 Ｌ＝１１０ｍ
直立式雪崩予防柵 Ｌ＝１００ｍ Ｈ＝２．０ｍ Ｗ＝５． （２）カ 先行する工事と近接工事につき、諸経費を調整した。 １回目
０ｍ Ｎ＝２０基

揖斐土木事務所

平成26年6月6日

平成25年9月6日

平成26年6月30日

44,500,710

（１）カ 雪崩予防柵の増工に伴い、仮設工（足場工、資材運
施工延長 Ｌ＝１２５ｍ
搬工）を増高したい。
３回目
直立式雪崩予防柵 Ｌ＝１２５ｍ Ｈ＝２．０ｍ Ｗ＝５．
（２）カ 先行工事と近接しているため、現場管理費及び一般
０ｍ Ｎ＝２５基
管理費を調整したい。

揖斐土木事務所

平成25年10月4日

平成25年10月4日

平成26年3月20日

橋梁補修工 帯流し橋（トラスドランガー桁橋）L＝120．0
43,764,630 ｍ W＝6．5（10．5）m
橋梁塗装塗替工 A＝5，780m2

－

（当初）

揖斐土木事務所

平成26年7月9日

平成25年10月4日

平成26年7月31日

橋梁補修工 帯流し橋（トラスドランガー桁橋）L＝120．0
45,119,160 ｍ W＝6．5（10．5）m
橋梁塗装塗替工 A＝5，676m2

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ、その他やむを得ない外的条件による場合
工期延期：平成２６年７月３１日

２回目

揖斐土木事務所

平成25年10月21日

平成25年10月21日

平成26年3月20日

119,700,000

岡島橋 L=191.0ｍ W=5.5(9.46)ｍ
旧橋撤去工 橋脚撤去工
Ｎ＝３基
護床工
根固めブロック工 Ｎ＝２６１個
付帯工（右岸）
Ｎ＝１式
仮設工
Ｎ＝１式

－

（当初）

平成26年3月19日

平成25年10月21日

平成26年5月31日

135,627,480

岡島橋 L=191.0ｍ W=5.5(9.46)ｍ
旧橋撤去工 橋脚撤去工
Ｎ＝３基
護床工
根固めブロック工 Ｎ＝２６１個
付帯工（右岸）
Ｎ＝１式
仮設工
Ｎ＝１式

（２）エ 地下埋設物の撤去等による場合
再利用する予定の根固めブロックについて、掘削したとこ
１回目
ろ、当初想定していたものより大きいため、橋梁桁下にク
レーンで吊ることができないため、設置可能な大きさの根固
めブロックを製作したい。

揖斐土木事務所

平成26年8月11日

平成25年10月21日

平成27年3月20日

138,759,480

岡島橋 L=191.0ｍ W=5.5(9.46)ｍ
旧橋撤去工 橋脚撤去工
Ｎ＝３基
護床工
根固めブロック工 Ｎ＝２２２個（撤去）
付帯工（右岸）
Ｎ＝１式
仮設工
Ｎ＝１式

（１）エ 安全対策に基づく場合
現地詳細調査により、ブロック積の施工で路面に高低差が ４回目
生じるため、ガードレール及び基礎工を増工したい。

揖斐土木事務所

平成25年10月11日

平成25年10月11日

平成26年3月20日

55,545,000

平成26年6月2日

平成25年10月11日

平成26年6月30日

平成25年9月27日

平成25年9月27日

平成26年3月20日

揖斐土木事務所

平成26年11月17日

平成25年9月27日

平成26年12月26日

24,487,620

下座倉橋（鋼単純活荷重合成鈑桁橋×６連）Ｌ＝２５６．３
（１）発注時に確認が困難な要因によるもの
ｍ Ｗ＝６．０（６．８）ｍ
ク、その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
仮締切工
N=1式
工期短縮：平成２６年１２月２６日まで
仮設道路工 N=1式

２回目

揖斐土木事務所

平成25年10月11日

平成25年10月11日

平成26年3月20日

29,715,000

渓流保全工 施工延長 Ｌ＝５１．５ｍ
ブロック積 Ｌ＝５０．９ｍ ＳＬ＝４．０～５．６ｍ Ａ＝４０９
－
ｍ２
帯工 Ｌ＝１４．６ｍ Ｈ＝１．５ｍ Ｖ＝２４ｍ３

（当初）

平成27年1月26日

平成25年10月11日

平成27年2月17日

30,467,880

渓流保全工 施工延長 Ｌ＝６６．２ｍ
（１）エ 出水期間中の河岸浸食防止の観点から整備前後区
ブロック積 Ｌ＝６５．６ｍ ＳＬ＝４．０～５．６ｍ Ａ＝２９１ 間の縦断是正のため、鋼矢板及び根固工の増工。
２回目
ｍ２
（１）オ 本工事実施による影響を確認するため、井戸調査
帯工 Ｌ＝１４．６ｍ Ｈ＝１．５ｍ Ｖ＝２４ｍ３
及び猛禽類調査（１箇月）の増工

第砂災142 公共 砂防設備災害復
号
旧事業（債務）

公共 総合流域防災事
揖斐土木事務所 第雪崩1号 業（雪崩施設）工事

第橋補26
－A29号

揖斐土木事務所 第26－
A500号

公共 橋りょう補修費
（交付金事業分）工事

笹又谷 揖斐郡 揖斐
土木一式
川町 春日川合

小宮神 揖斐郡 揖斐
土木一式
川町 春日小宮神

一般国道 ３０３号 揖
斐郡 揖斐川町 坂内
広瀬

一般国道 ４１７号 揖
公共 防災・安全交付金
斐郡 揖斐川町 三輪
事業工事
～下岡島 地内

第橋補26公共 橋りょう補修費
A29-2、他
（交付金事業）工事
号

一般国道 ３０３号
揖斐郡 揖斐川町 西
津汲 地内

塗装

土木一式

と土コ

加藤建設（株）

加藤建設（株）

（株）森塗装

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
町春日小宮神１１５８－
１

岐阜県羽島郡岐南町
野中１－８

揖斐土木事務所

揖斐土木事務所
第橋補26公共 橋りょう補修費
A21-2、他
（交付金事業）工事
号

揖斐郡 大野町 大字
下座倉 地内

土木一式

公共 防災・安全社会資
第通砂3-1
金地谷
揖斐郡 池
本整備総合交付金（通
土木一式
号
田町 片山 地内
常砂防）工事
揖斐土木事務所

（株）山辰組

太陽工業（株）

（当初）

（2）オ 建設廃材及び建設発生土数量、処理方法、処理場
の変更等による場合
当初予定していた残土処分先での引き取りが不可能と
なったので、処分先を変更したい。

４回目

（当初）

岐阜県岐阜市南鶉７－
７６－１

西濃・久保田特定建設
工事共同企業体

篠田（株）

－

久瀬大橋（単純ポステン箱桁＋ポステン３径間連続ヒンジ
ラーメン）
Ｌ＝２０７．１ｍ Ｗ＝８．０（１１．５）ｍ
高欄取替工
Ｌ＝４１３．８ｍ
コンクリート断面補修工 Ｎ＝一式
久瀬大橋（単純ポステン箱桁＋ポステン３径間連続ヒンジ
ラーメン）
57,927,960 Ｌ＝２０７．１ｍ Ｗ＝８．０（１１．５）ｍ
高欄取替工
Ｌ＝４１３．５ｍ
コンクリート断面補修工 Ｎ＝一式
支承防錆工
Ｎ＝一式

（当初）

（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
工期延期：平成２６年６月３０日

３回目

下座倉橋（鋼単純活荷重合成鈑桁橋×６連）Ｌ＝２５６．３
19,288,500 ｍ Ｗ＝６．０（６．８）ｍ
－
橋脚ＲＣ巻立工 Ｎ＝１基

岐阜県揖斐郡大野町
大字稲畑２０３－１

岐阜県揖斐郡池田町
八幡１０４１
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（当初）
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揖斐土木事務所

第橋修－３ 県単 橋りょう維持修繕 一般国道３０３号 揖斐
舗装
－６号
指定修繕（一般）工事 郡 揖斐川町 西津汲

西濃建設（株）

揖斐土木事務所

第地特3－ 県単 地方特定道路整
6－C号
備（改良）

一般県道 川合垂井線
揖斐郡 揖斐川町 春
日川合

道路

（株）テイコク

岐阜県岐阜市青柳町２
－１０

揖斐土木事務所

揖斐土木事務所
木曽川水系 桂川 揖
斐郡 揖斐川町 上南 土木一式
方 地内

（有）清水工務店

揖斐土木事務所

（株）ヤマモト

揖斐土木事務所

（当初）

平成26年8月25日

平成25年9月24日

平成26年10月31日

20,487,000

久瀬大橋（単純ポステン箱桁＋ポステン３径間連続有ヒン
ジラーメン）
（１）発注後に発生した外的条件によるもの
Ｌ＝２０７．１ｍ Ｗ＝８．０（１１．５）ｍ
ク．その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
橋面舗装工 Ａ＝２，０３２m2
舗装工（橋梁取付部） Ａ＝１００m2

４回目

平成25年10月10日

平成25年10月10日

平成26年3月20日

平成26年3月17日

平成25年10月10日

平成26年7月31日

揖斐土木建築工業
（株）

平成25年10月10日

平成25年10月31日

平成25年10月31日

測量作業
４級基準点測量 Ｎ＝8点
現地測量 Ｎ＝1式、 路線測量 Ｌ＝0．22ｋｍ
10,762,500 設計業務委託
道路詳細設計 Ｌ＝0．22ｋｍ
擁壁予備設計 Ｎ＝1式、 擁壁詳細設計 Ｎ＝1式
落石防止柵設計 Ｎ＝1式
測量作業
４級基準点測量 Ｎ＝17点、 定点測量 Ｎ＝1式
現地測量 Ｎ＝1式、 路線測量 Ｌ＝0．02ｋｍ
設計業務委託
10,411,200
道路予備修正設計 Ｌ＝0.1ｋｍ、 道路詳細設計 Ｌ＝
0.1ｋｍ
擁壁予備設計 Ｎ＝1式、 擁壁詳細設計 Ｎ＝1式
法面工予備設計 Ｎ＝1式

－

（当初）

（１）ア 自然現象、その他不可抗力による場合
当初は工区下流の測量、詳細設計等を行う予定であった
が、同一工区内において、地山の変状が発生したため、至
急修正設計を本業務にて対応したい。

２回目

平成26年9月30日

測量作業
４級基準点測量 Ｎ＝21点、 定点測量 Ｎ＝1式
現地測量 Ｎ＝1式、 路線測量 Ｌ＝0．02ｋｍ
10,725,480 設計業務委託
道路予備修正設計 Ｌ＝0.08ｋｍ
擁壁予備設計 Ｎ＝1式
法面工予備設計 Ｎ＝1式 法面詳細設計 Ｎ＝１式

平成26年3月20日

施工延長 Ｌ＝３３．７ｍ
河道掘削工 Ｖ＝１１００ｍ３
護岸工 連結空積ブロック工 Ｌ＝３７．２ｍ ＳＬ＝２．４ｍ
24,150,000
－
Ａ＝８８ｍ２
取付護岸工 Ｌ＝２６．５ｍ ＳＬ＝１．１～２．１ｍ Ａ
＝４４ｍ２

平成26年4月20日

施工延長 右岸Ｌ＝３３．８ｍ、左岸Ｌ＝２９．３ｍ
（2）エ 地下埋設物の撤去等による場合
河道掘削工 Ｖ＝９００ｍ３
護岸掘削を行っている際、As殻やコンクリート殻、木くず等
27,200,880 護岸工 連結空積ブロック工 Ｌ＝３６．７ｍ ＳＬ＝２．４ｍ
２回目
が発見された。適正に処分するため、実施処分量に基づき
Ａ＝８７ｍ２
取付護岸工 Ｌ＝２６．７ｍ ＳＬ＝１．１～２．１ｍ Ａ 変更したい。
＝４５ｍ２

（１）ア 自然現象、その他不可抗力による場合
地山の変状について、雨量に応じて測量及び歪み計による
３回目
変位観測を行ってきたため、実績に応じて観測回数を変更
したい。

平成25年10月31日

平成25年10月31日

平成26年3月20日

施工延長 Ｌ＝４０．２ｍ
法枠工Ｆ６００－３５００×３５００ Ｌ＝２０８ｍ Ａ＝４４４
ｍ2
47,670,000 グラウンドアンカー工 Ｅ５－６ Ｎ＝３３本
－
重力式擁壁工 Ｈ＝５．０ｍ Ｌ＝１０．０ｍ
落石防護柵 Ｈ＝２．０ｍ Ｌ＝９．０ｍ
排水工 Ｌ＝１０．０ｍ

平成27年1月27日

平成25年10月31日

平成27年2月28日

59,019,840

平成26年3月20日

施工延長 L＝45．3m（NO．57＋19．5～NO．60＋4．8）
W＝5．50（7．0）m
道路土工
N＝ 1式
軽量盛土工
L＝30．0m A＝ 75*
39,270,000
排水構造物工
L＝7．9m
高エネルキ゛ー吸収落石防護網工 A＝350*
構造物撤去工
N＝ 1式
舗装工
A＝150*

平成25年12月6日

一般国道 ４１７号揖斐
郡 揖斐川町 鶴見 地 土木一式
内

変更回次

久瀬大橋（単純ポステン箱桁＋ポステン３径間連続有ヒン
ジラーメン）
－
Ｌ＝２０７．１ｍ Ｗ＝８．０（１１．５）ｍ
橋面舗装工 Ａ＝２，０３７m2

岐阜県揖斐郡揖斐川
町大字三倉１３３－１

揖斐土木事務所

第26－
公共 防災・安全交付
A119－4号 金工事

変更理由

19,110,000

平成26年4月15日

公共 防災・安全社会資
東津汲２
揖斐川揖
本整備総合交付金（急
斐郡 揖斐川町 東津 土木一式
傾斜地崩壊対策事業）
汲 地内
工事

工事_業務_概要

平成26年1月11日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪１２５－２

揖斐土木事務所

第急傾9号

契約金額_円

平成25年9月24日

平成25年10月31日
県単 河川局部改良工
事

施工_履行_期間_至

平成25年9月24日

平成26年7月25日

第局改25
号

施工_履行_期間_自

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪１１５９－８

揖斐土木事務所

揖斐土木事務所

契約締結日
（変更契約締結日）

平成25年12月6日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪４３８－４
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（当初）

（当初）

施工延長 Ｌ＝３４ｍ
（２）ウ アンカー用ボーリング削孔時に設計位置に岩盤が
法枠工Ｆ６００－３５００×３５００ Ｌ＝２３８ｍ Ａ＝５２６ 確認できなかったことによる地質調査の追加。ボーリング調
３回目
ｍ2
査結果を踏まえた修正設計に基づくアンカー長の変更によ
グラウンドアンカー工 Ｎ＝３７本
る増

－

（当初）

発注機関

工事_委託_
番号

工事_業務_名

揖斐土木事務所 第26－
公共 防災・安全交付
A119－4号 金工事

施工場所

工事_業務_
種別

一般国道 ４１７号揖斐
郡 揖斐川町 鶴見 地 土木一式
内

契約の相手方の商号
又は名称

揖斐土木建築工業
（株）

契約の相手方の住所

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪４３８－４

契約締結日
（変更契約締結日）

平成26年3月13日

施工_履行_期間_自

平成25年12月6日

施工_履行_期間_至

平成26年11月30日

契約金額_円

工事_業務_概要

変更理由

変更回次

施工延長 L＝45．3m（NO．57＋19．5～NO．60＋4．8）
W＝5．50（7．0）m
道路土工
N＝ 1式
軽量盛土工
L＝30．0m A＝ 75*
39,270,960
排水構造物工
L＝7．9m
高エネルキ゛ー吸収落石防護網工 A＝350*
構造物撤去工
N＝ 1式
舗装工
A＝150*

（１）イ 他事業との関連による場合
軽量盛土材料を支給して、早期に工事を完成させたい。
隣接工事の遅れにより、当工事が着手できなかったため、 １回目
工期を延長したい。
消費税８％に対応したい。

施工延長 L＝90．47m（NO．59＋5．8～NO．62＋1．77）
W＝5．50（7．0）m
道路土工
N＝ 1式
7-1号軽量盛土工 L＝18．0m A＝63m2 7-2号軽量盛
39,969,720 土工 L＝24．0m A＝86m2
５号重力式擁壁工 Ｌ＝14.0ｍ V=60m3
構造物撤去工
N＝ 1式
舗装工
A＝367m2
防護柵工
L= 57ｍ

（２）エ 地下埋設物の撤去等による場合
掘削により当初の想定より取り壊すブロック積形状が大き ３回目
かったため、取り壊し工等を増工したい。

揖斐土木事務所

平成26年12月22日

平成25年12月6日

平成27年1月9日

揖斐土木事務所

平成25年11月29日

平成25年11月29日

平成26年3月20日

揖斐土木事務所

平成26年7月7日

平成25年11月29日

平成26年8月31日

揖斐土木事務所

平成25年11月8日

平成25年11月8日

平成26年2月15日

用地測量 Ｌ６００ｍ×Ｗ８０ｍ＝Ａ４８，０００ｍ2
13,860,000 面積計算 ４８，０００ｍ2
立竹木調査 １４，２０５ｍ2

－

揖斐土木事務所 第災防２６ 公共 道路災害防除施
設（安全交付金事業
－Ａ１０６－
坂内広瀬 他
分）丈量測量及び物件
Ｂ号
調査

平成26年3月13日

平成25年11月8日

平成26年6月27日

用地測量 Ｌ６００ｍ×Ｗ８０ｍ＝Ａ４８，０００ｍ2
14,256,000 面積計算 ４８，０００ｍ2
立竹木調査 １４，２０５ｍ2

公共 道路災害防除施設（安全交付金事業分）事業 国道３０
３号の計画により丈量測量及び物件調査を行ったところ、当
２回目
初予定していた期間内に境界立会等を行うことが困難と
なったため、変更契約を行う。

揖斐土木事務所

平成26年10月21日

平成25年11月8日

平成26年11月14日

用地測量 Ｌ４５２ｍ
Ａ＝５４，２６４ｍ2
15,231,240 面積計算 ５４，２６４ｍ2
立竹木調査 ２８，０４７ｍ2

公共 道路災害防除施設（安全交付金事業分）事業 国道３０
３号の計画により丈量測量及び物件調査を行ったところ、当
５回目
初予定していた業務内容及び測量面積等に差異が生じた
ので、変更契約を行う。

揖斐土木事務所

平成25年11月29日

平成25年11月29日

平成26年3月20日

砂防堰堤工
本堤工 Ｌ＝１８．０ｍ 堤高 H＝２．０ｍ Ｖｃ＝３７７
29,914,500 ｍ３
管理用道路工 L＝２６０ｍ
水路工 N＝１式

－

揖斐土木事務所

平成26年8月22日

平成25年11月29日

平成26年8月29日

砂防堰堤工
本堤工 Ｌ＝１８．０ｍ 堤高 H＝２．０ｍ Ｖｃ＝３７７
32,568,480 ｍ３
管理用道路工 L＝２６０ｍ
水路工 N＝１式

（２）ウ 残土処理について後続工事の仮設盛土に使用する
ため、現場内の安全な場所に搬出先を変更
２回目
（２）オ 木くず及びコンクリート取壊しについて実数量に基づ
いた変更

揖斐土木事務所

平成25年12月3日

平成25年12月3日

平成26年3月20日

19,414,500

平成26年4月14日

平成25年12月3日

平成26年4月20日

土工 N＝1式
掘削工 N＝1式
20,007,000 法面工
簡易吹付法枠 A＝690ｍ2
コンクリート吹付 A＝583ｍ2

平成25年12月5日

平成25年12月5日

平成26年3月20日

12,600,000

第26－Ａ
428－1号

公共 交通安全施設等 一般県道 中之元古川
整備事業（交付金事業 線 揖斐郡 大野町 大 土木一式
分）工事
字寺内

測量

公共 防災・安全社会資
第通砂3－
橋角谷 揖斐郡 揖斐
本整備総合交付金（通
土木一式
2号
川町 谷汲名礼
常砂防事業）工事

第緊土2号

県単 緊急土石流対策
砂防事業

中山 揖斐郡 揖斐川
土木一式
町 春日中山

揖斐土木事務所

（株）山辰組

（株）テイコク

所産業（株）

加藤建設（株）

岐阜県揖斐郡大野町
大字稲畑２０３－１

岐阜県岐阜市青柳町２
－１０

岐阜県揖斐郡揖斐川
町谷汲長瀬字岡田１８
２１－３

岐阜県揖斐郡揖斐川
町春日小宮神１１５８－
１

揖斐土木事務所

施工延長 Ｌ＝１７０．４ｍ Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
土工 機械掘削 V＝20m3、機械床掘 V＝380m3、機
34,230,000 械埋戻 V＝180m3
－
擁壁工 プレキャスト擁壁（H1000～H1500）L＝103．9m
函渠工 ボックスカルバート（B2000－H800）L＝25．3m
施工延長
Ｌ＝１７０．４ｍ Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ

土工 機械掘削 V＝310m3、機械床掘 V＝450m3、機
仮設工について公安委員会との立会結果に基づき切り回し
42,772,320 械埋戻 V＝110m3
２回目
の仮舗装（車道舗装）を変更したい。
擁壁工 プレキャスト擁壁（H1000～H1500）L＝127.2m
函渠工 ボックスカルバート（B2000－H800）L＝28.9m

土工 N＝1式
掘削工 N＝1式
法面工

トンネル補修詳細設計（久瀬トンネル：剥落及び湧水対
策） 一式

平成26年2月25日

平成25年12月5日

平成26年3月20日

15,971,550 トンネル補修詳細設計（久瀬トンネル：剥落及び湧水対
策） 一式

揖斐土木事務所

平成26年5月19日

平成25年12月5日

平成26年5月31日

16,427,880

揖斐土木事務所

平成25年12月5日

平成25年12月5日

平成26年3月20日

13,650,000 トンネル補修詳細設計（椿井野トンネル 他） 一式

平成26年2月25日

平成25年12月5日

平成26年3月20日

14,886,900 トンネル補修詳細設計（椿井野トンネル 他） 一式

揖斐土木事務所

揖斐土木事務所

公共 効果促進事業（ト 一般国道３０３号 久瀬
第ト補・Ａ－
ンネル補修計画）委託 トンネル 揖斐郡 揖斐 トンネル
４号
業務
川町 西津汲 地内

公共 効果促進事業（ト 一般国道３０３号 椿井
第ト補・Ａ－
ンネル補修計画） 他 野トンネル 他 揖斐郡 トンネル
５ 他号
委託
揖斐川町 西津汲

サンコーコンサルタント 岐阜県岐阜市市橋６ー
（株） 岐阜営業所
１３ー１７

（株）橋梁コンサルタント 岐阜県岐阜市入舟町３
岐阜事務所
丁目１０番地
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（当初）

トンネル補修詳細設計（久瀬トンネル：剥落及び湧水対
策） 一式
（小津トンネル：剥落及び湧水対策） 一
式

（当初）

（当初）

－

（当初）

（2）ウ 土質・地質の確認に基づく場合
施工前の詳細調査により、法面性状にあわせ、簡易吹付
法枠とコンクリート吹付面積を変更したい。

２回目

－

（当初）

（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

１回目

消費税の変更に伴い増額したい。

３回目

（当初）
－
（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
○トンネル定期点検により川上トンネルを調査したところ、ト １回目
ンネル坑内にひび割れ及び剥離等が確認
された。よって、剥落対策を早急に行い交通の安全を図り
たい。

発注機関

工事_委託_ 公共 効果促進事業（ト 一般国道３０３号 椿井 工事_業務_ （株）橋梁コンサルタント
契約の相手方の商号 岐阜県岐阜市入舟町３
第ト補・Ａ－
工事_業務_名 他 野トンネル
施工場所
契約の相手方の住所
ンネル補修計画）
他 揖斐郡 トンネル
番号
種別
又は名称
５ 他号
岐阜事務所
丁目１０番地
委託
揖斐川町 西津汲

揖斐土木事務所

揖斐土木事務所

県単緊急土石流対策
第緊土補1 砂防事業（暮らしの安
号
全、安心確保対策）工
事
揖斐土木事務所

大谷、大津谷他 揖
斐郡 池田町 宮地他
地内

土木一式

第一建設（株）

木曽川水系 粕川
揖斐郡 揖斐川町 春
日六合

土木一式

リオカ（有）

揖斐土木事務所

県単 道路維持修繕費 一般国道４１７号 他
第安修-3（暮らしの安全・安心確 揖斐郡 池田町 八幡
1、他号
保対策費） 他工事
他 地内

揖斐土木事務所 第26A404-3-2
号
揖斐土木事務所

土木一式

公共 交通安全施設等 主要地方道 山東本巣
整備事業（交付金事業 線 揖斐郡揖斐川町外 と土コ
分）
津汲

太陽工業（株）

篠田（株）

県単 現道構造改築
一般県道 藤橋池田線
（暮らしの安全・安心確 他 揖斐郡池田町粕ケ 塗装
保対策）
原他

（株）ヤマモト

揖斐土木事務所
電気

平成25年12月27日

平成25年12月27日

平成26年3月20日

工事_業務_概要

15,312,240 トンネル補修詳細設計（椿井野トンネル 他） 一式
大谷
24,150,000 除石工 Ｌ＝４６０．０ｍ Ｖ＝２２００ｍ３
大津谷
大谷
除石工 Ｌ＝９７６．３ｍ Ｖ＝８１０ｍ３
24,999,840
大津谷
除石工 Ｌ＝９５２．０ｍ Ｖ＝２３４０ｍ３

変更理由

変更回次

消費税の変更に伴い増額したい。

３回目

－

（当初）

（1）カ その他やむを得ない外的条件による場合
大津谷えん堤上流部に大量の土砂が堆積していることが
２回目
判明したため、本工事にて緊急的に土砂を除去することとし
たい。

平成26年4月21日

平成25年12月27日

平成26年5月30日

平成25年12月17日

平成25年12月17日

平成26年3月20日

8,488,200

施工延長 L＝200m
土砂掘削工 L＝200m V＝3，300m3

－

平成26年5月19日

平成25年12月17日

平成26年5月30日

9,333,360

施工延長 L＝240m
土砂掘削工 L＝240m V＝3，600m3

（2）オ 当初予定していた残土搬出先の受入時期が合わな
かったため搬出先を変更したい。ク 起工測量結果を踏まえ ２回目
施工延長、掘削土砂量を変更したい。

平成26年1月10日

平成26年1月10日

平成26年3月20日

25,200,000

１、横断側溝ボックスカルバート化工事
・（国）４１７号 八幡工区：横断側溝ボックスカルバート
化 Ｌ＝４５．０ｍ ８００×８００
１、横断側溝ボックスカルバート化工事
23,176,800 ・（国）４１７号 八幡工区：横断側溝ボックスカルバート
化 Ｌ＝１６．０ｍ ５００×５００

平成26年7月1日

平成26年1月10日

平成26年7月31日

平成25年12月24日

平成25年12月24日

平成26年3月20日

18,165,000

道路付属施設工
20,549,160
防護柵設置工 Ｎ＝１式

（当初）

道路付属施設工
防護柵設置工 Ｎ＝１式

－

（当初）

（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
○工期延期：平成２６年７月３１日

２回目

－

（当初）

起工測量の結果、損傷等により補修等が必要認められる箇
３回目
所があるため、防護柵設置工を増工したい。

平成26年5月9日

平成25年12月24日

平成26年5月31日

平成25年12月24日

平成25年12月24日

平成26年3月20日

9,187,500

道路付属施設工
区画線工 Ｎ＝１式

－

（当初）

平成26年4月17日

平成25年12月24日

平成26年4月30日

9,558,000

道路付属施設工
区画線工 Ｎ＝１式

現地精査の結果、冬期の除雪等で視認しずらくなった区画
線についても本工事で対応したい。

２回目

－

（当初）

（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
工期延期：平成２６年７月３１日

３回目

末永電気（株）

－

（当初）

平成26年1月10日

平成26年1月10日

平成26年3月20日

平成26年9月5日

平成26年1月10日

平成26年9月30日

平成26年1月17日

平成26年1月17日

平成26年3月20日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町大字三倉１３３－１

揖斐土木事務所

第２６－Ａ２
公共 道路災害防除（交 一般国道 ３０３号揖斐
０５、安修
付金事業） 他工事
郡 揖斐川町 樫原
－３－３号

平成26年5月31日

契約金額_円

（株）東亜製作所 岐阜 岐阜県羽島郡岐南町
支店
平成５ー２９

揖斐土木事務所

土木一式

平成25年12月5日

岐阜県羽島郡岐南町
野中１－８

揖斐土木事務所

県単 道路維持修繕費 一般国道３０３号 他
第安修-3（暮らしの安全・安心確 揖斐郡 揖斐川町 西
2、他号
保対策費）他
横山 他

平成26年5月19日

岐阜県揖斐郡池田町
八幡１０４１

揖斐土木事務所

第構安-3
号

施工_履行_期間_至

岐阜県揖斐郡揖斐川
町春日小宮神１１５８－
１

揖斐土木事務所

揖斐土木事務所

施工_履行_期間_自

岐阜県揖斐郡池田町
段２９－３

揖斐土木事務所

第河修8号 県単 河川維持修繕

契約締結日
（変更契約締結日）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町極楽寺字松原１１６
－３
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１、横断側溝ボックスカルバート化工事
・（国）３０３号 西横山：横断側溝ボックスカルバート化
Ｌ＝７．５ｍ ６００×６００
・（一）揖斐高原線 坂本：横断側溝ボックスカルバート
26,964,000 化 Ｌ＝６．０ｍ ６００×６００
・（一）藤橋池田線 小島：横断側溝ボックスカルバート
化 Ｌ＝２５．０ｍ ６００×６００
・（一）春日揖斐川線 春日：横断側溝ボックスカルバー
ト化 Ｌ＝１０．０ｍ ６００×６００
１、横断側溝ボックスカルバート化工事
・（国）３０３号 西横山：横断側溝修繕 Ｌ＝８．０ｍ
・（一）揖斐高原線 坂本：横断側溝ボックスカルバート
化 Ｌ＝６．３ｍ ６００×６００
29,581,200 ・（一）藤橋池田線 小島：横断側溝ボックスカルバート
化 Ｌ＝２６．８ｍ ５００×４００
・（一）春日揖斐川線 春日：横断側溝ボックスカルバー
ト化 Ｌ＝８．７ｍ ５００×４００
２、防護柵等補修工事
ガードパイプ設置
Ｌ＝８９．４ｍ
樫原トンネル
Ｌ＝６５０ｍ
Ｗ＝６．５（９．８）ｍ
トンネル照明灯補修工
照明分電盤
Ｎ＝１面
34,860,000
自動点滅器具
Ｎ＝１個
照明器具
トンネル照明器具（基本照明ＬＥＤ） Ｎ＝２５台

発注機関

工事_委託_
第２６－Ａ２
施工場所
公共 工事_業務_名
道路災害防除（交 一般国道
３０３号揖斐
番号
０５、安修
付金事業） 他工事
郡 揖斐川町 樫原
－３－３号

工事_業務_ 契約の相手方の商号 岐阜県揖斐郡揖斐川
契約の相手方の住所
種別
又は名称
電気
末永電気（株）
町極楽寺字松原１１６
－３

揖斐土木事務所

契約締結日
（変更契約締結日）

施工_履行_期間_自

施工_履行_期間_至

契約金額_円

工事_業務_概要
樫原トンネル Ｌ＝６５０ｍ Ｗ＝６．５（９．８）ｍ
トンネル照明灯補修工
38,813,040
照明分電盤
Ｎ＝１面
自動点滅器具
Ｎ＝１個
照明器具

変更理由

変更回次

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
イ、他事業との関連による場合
変更工期 平成２６年６月３０日

２回目

（当初）

平成26年6月18日

平成26年1月17日

平成26年6月30日

平成26年1月10日

平成26年1月10日

平成26年3月20日

56,700,000

施工延長 L＝3，000m
土砂掘削工 L＝3，000m V＝36，600m3
床固修繕工 N＝3基

－

揖斐土木事務所

平成26年4月21日

平成26年1月10日

平成26年4月28日

58,939,920

施工延長 L＝3，000m
土砂掘削工 L＝3，000m V＝37，200m3
床固修繕工 N＝3基

（2）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
土砂掘削量について、起工前測量に基づき、搬出したい。

揖斐土木事務所

平成25年12月12日

平成25年12月12日

平成26年3月21日

7,980,000

平成26年7月17日

平成25年12月12日

平成26年7月31日

平成25年12月24日

平成25年12月24日

平成26年3月20日

9,219,000

平成26年5月9日

平成25年12月24日

平成26年5月31日

11,838,960

平成25年12月12日

平成25年12月12日

平成26年3月20日

7,612,500

揖斐土木事務所
県単 河川維持修繕（暮 木曽川水系 粕川
第河修補2
らしの安全・安心確保 揖斐郡 揖斐川町 瑞
号
対策）
岩寺

第橋補26- 公共 橋りょう補修費
A29・A-2号 （交付金事業）

一般国道４１７号 揖
斐郡 揖斐川町 鶴見

土木一式

鋼構造

（株）久保田工務店

大日コンサルタント（株）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪５２１－１

岐阜県岐阜市薮田南
３ー１ー２１

揖斐土木事務所

揖斐土木事務所
県単 現道構造改築（暮 一般国道 ３０３号 他
第構安－5
らしの安全・安心確保 揖斐郡 大野町 大字
号
対策）
黒野 他

と土コ

（株）協和安全

揖斐土木事務所

揖斐土木事務所
揖斐土木事務所

公共 防災・安全社会資
川合 他
揖斐郡
第効標1号 本整備総合交付金（効
と土コ
揖斐川町 春日川合他
果促進事業）

（株）テイコク

道路付属施設工
防護柵設置工

Ｎ＝1式

道路付属施設工
防護柵設置工
道路標識設置工

Ｎ＝1式
Ｎ＝１式

－
Ｎ＝１式
Ｌ＝４１．０ｍ Ｗ＝６．３
Ｎ＝１式
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
Ｌ＝４１．０ｍ Ｗ＝６．３ ク、その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合

（当初）

２回目

－

（当初）

起工後調査の結果、視距不良区間があるため交通事故防
止に必要な道路標識設置工を増工したい。

２回目

－

（当初）

（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
○工期延期：平成２６年７月３１日

３回目

5,565,000 土砂災害警戒区域情報標識 Ｎ＝２６基

－

（当初）

平成26年4月30日

6,000,480 土砂災害警戒区域情報標識 Ｎ＝２７基

（3）ウ 設計図書に誤謬、脱漏がある場合
発注時に標識１か所の漏れがあったので、増工により設
置したい。

２回目

平成26年3月20日

道路付属施設工
8,956,500
区画線工
Ｎ＝１式

－

（当初）

現地精査の結果、冬期の除雪等で視認しずらくなった破線
及びゼブラ等を変更計上したい。

３回目

岐阜県揖斐郡池田町
片山２２７７－２

揖斐土木事務所

第橋補26一般県道 神原西津汲
公共橋りょう補修費（交
A41-4・A-1
線 揖斐郡 揖斐川 鋼構造
付金事業） 他
揖斐土木事務所 他号
町 西津汲

設計業務委託
橋梁耐震補強補修詳細設計
国道４１７号 小津瀬もるぞ橋
設計業務委託
橋梁耐震補強補修詳細設計
9,408,960
国道４１７号 小津瀬もるぞ橋
（７．５）ｍ

岐阜県岐阜市橋本町
２ー８

平成26年7月17日

平成25年12月12日

平成26年7月31日

平成25年12月17日

平成25年12月17日

平成26年3月20日

交通企画（株） 中部支 岐阜県岐阜市六条大
店
溝３ー７ー７
平成26年4月21日

揖斐土木事務所

平成25年12月24日

平成25年12月17日
平成25年12月24日

設計業務委託
橋梁耐震補強補修詳細設計 Ｎ＝１式
設計業務委託
9,650,880 橋梁耐震補強補修詳細設計 Ｎ＝１式
一般県道 神原西津汲線 久瀬橋 Ｌ＝８３．５ｍ Ｗ＝
７．４（８．０）ｍ

平成26年4月9日

平成25年12月24日

平成26年4月30日

道路付属施設工
9,298,000
区画線工
Ｎ＝１式

平成26年4月9日

平成25年12月24日

平成26年4月30日

9,298,800

道路付属施設工
区画線工
Ｎ＝１式

現地精査の結果、冬期の除雪等で視認しずらくなった破線
及びゼブラ等を変更計上したい。

４回目

平成25年12月24日

平成25年12月24日

平成26年3月20日

9,450,000

道路付属施設工
防護柵設置工

－

（当初）

揖斐土木事務所

平成26年5月9日

平成25年12月24日

平成26年5月31日

9,997,560

道路付属施設工
防護柵設置工
Ｎ＝1式
転落防止柵設置工 Ｎ＝1式

起工測量の結果、損傷等による修繕が必要と認められたた
３回目
め、防護柵設置工及び転落防止柵設置工を増工したい。

揖斐土木事務所

平成25年12月19日

平成25年12月19日

平成26年3月20日

10,920,000

設計業務委託
橋梁耐震補強補修詳細設計 Ｎ＝一式
（一）藤橋池田線 黒田橋 Ｌ＝１４５．０ｍ Ｗ＝５．０
（５．５）ｍ

－

（当初）

揖斐土木事務所

平成26年6月18日

平成25年12月19日

平成26年6月30日

12,035,520

設計業務委託
橋梁耐震補強補修詳細設計 Ｎ＝一式
（一）藤橋池田線 黒田橋 Ｌ＝１４５．０ｍ Ｗ＝５．０
（５．５）ｍ

（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
○工期延期：平成２６年６月３０日

３回目

揖斐土木事務所

平成25年12月24日

平成25年12月24日

平成26年3月20日

8,400,000

道路付属施設工
道路照明灯設置工（新設）
Ｎ＝９基
道路照明灯設置工（撤去）
Ｎ＝８基
道路温度表示機設置工（撤去、新設）Ｎ＝１基

－

（当初）

揖斐土木事務所

平成26年4月15日

平成25年12月24日

平成26年4月30日

9,964,080

道路付属施設工
道路照明灯設置工（新設）
Ｎ＝１１基
道路照明灯設置工（撤去）
Ｎ＝８基
道路温度表示機設置工（撤去、新設）Ｎ＝２基

交通死亡事故現地調査により、道路照明灯を早急に設置す
２回目
ることとなったため本工事で対応したい。

揖斐土木事務所

平成25年12月24日

平成25年12月24日

平成26年3月20日

33,075,000

国道３０３号 Ｌ＝１，０５０ｍ Ｗ＝６．０（８．０）ｍ
オーバーレイ工（ｔ＝５０ｍｍ） Ａ＝７，３５０m2
舗装クラック防止シート（W=５００～１０００） Ｌ＝３，１５
０ｍ

－

（当初）

平成26年5月19日

平成25年12月24日

平成26年6月30日

33,258,600

国道３０３号 Ｌ＝９２８．３ｍ Ｗ＝６．０（８．０）ｍ
オーバーレイ工（ｔ＝５０ｍｍ） Ａ＝７，８３０m2
舗装クラック防止シート（W=５００～１０００） Ｌ＝２，２４
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
工期延期：平成２６年６月３０日

２回目

揖斐土木事務所 第構安－4 県単 現道施設整備（暮 主要地方道 山東本巣
らしの安全・安心確保 線 他揖斐郡 揖斐川
他号
対策）
町 外津汲 他

塗装

中部ライン（株）

岐阜県瑞穂市稲里大
西６５４－５

揖斐土木事務所

揖斐土木事務所
第26－
公共 交通安全施設等 主要地方道 山東本巣
A404－3－ 整備事業（交付金事業 線 他揖斐郡 揖斐川
3号
分）
町 西津汲 他

第橋補26公共 橋りょう補修費
A21-2・A（交付金事業） 他
2、他号

と土コ

一般県道 藤橋池田線
揖斐郡 揖斐川町 黒 鋼構造
田

第現交－1
一般国道 ３０３号 他
県単 現道構造改築（交
現施-6他
揖斐郡 揖斐川町 乙
通事故防止）
号
原 他

電気

一般国道３０３号 揖斐
第安修-3- 県単 暮らしの安全・安
郡 揖斐川町 坂内広 舗装
4号
心確保対策費
瀬
揖斐土木事務所

丸杉建設（株）

大日本コンサルタント
（株） 岐阜営業所

（株）松岡電気商会

（株）久保田工務店

Ｎ＝1式

岐阜県岐阜市城東通５
丁目５番地

岐阜県岐阜市市橋６‐９
‐２３

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪３６９－６

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪５２１－１
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発注機関

工事_委託_
番号

工事_業務_名

施工場所

工事_業務_
種別

契約の相手方の商号
又は名称

契約の相手方の住所

揖斐土木事務所

第橋補26公共 橋りょう補修費
A21-2・A-1
（交付金事業） 他
他号

主要地方道 岐阜巣南
大野線 揖斐郡 大野 地質調査
町 大字下座倉

契約締結日
（変更契約締結日）

揖斐土木事務所

契約金額_円

工事_業務_概要

変更理由

平成25年12月19日

平成26年3月20日

5,626,320

下座倉橋 地質調査業務
ボーリング調査 Ｎ＝４箇所（Ｌ＝６６．０ｍ）
標準貫入試験 Ｎ＝６６回

－

（当初）

平成26年4月21日

平成25年12月19日

平成26年4月30日

7,263,000

下座倉橋 地質調査業務
ボーリング調査 Ｎ＝４箇所（Ｌ＝６８．０ｍ）
標準貫入試験 Ｎ＝６８回

（３）設計図書の不具合によるもの
ア、設計図書と現場の状態、履行条件が一致しない場合
工期延期：平成２６年４月３０日

２回目

西濃建設（株）

平成25年12月24日

平成26年3月20日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪１１５９－８

舗装補修工
（国）４１７号 池田町本郷工区
・切削オーバーレイ工 Ｌ＝２２０ｍ Ｗ＝３．５ｍ Ａ＝
７７０m2
・切削オーバーレイ工 Ｌ＝２００ｍ Ｗ＝７．０ｍ Ａ＝
32,130,000
－
１，４００m2
（一）宮地片山線 池田町小寺工区・切削オーバーレイ
工 L=700m W=6.5mA=4,550m2
（一）市場池田線 池田町舟子工区 ・オーバーレイ工
L=50m W=6.0m A=300m2
舗装補修工
（国）４１７号 池田町本郷工区
・切削オーバーレイ工 Ｌ＝２２０ｍ Ｗ＝３．５ｍ Ａ＝
７７０m2
・切削オーバーレイ工 Ｌ＝２００ｍ Ｗ＝７．０ｍ Ａ＝
32,425,920
１，４００m2
（一）宮地片山線 池田町小寺工区・切削オーバーレイ
工 L=700m W=6.5mA=4,550m2
（一）市場池田線 池田町舟子工区 ・オーバーレイ工
L=50m W=6.0m A=300m2
舗装補修工
（一）根尾谷汲大野線 揖斐川町谷汲高科工区
32,550,000 ・切削オーバーレイ工 Ｌ＝３２０ｍ Ｗ＝３．５ｍ Ａ＝
１，１２０m2
（一）揖斐川谷汲山線 揖斐川町谷汲大洞工区
・切削オーバーレイ工 Ｌ＝６２０ｍ Ｗ＝６．５ｍ Ａ＝
舗装補修工
（一）根尾谷汲大野線 揖斐川町谷汲高科工区
・切削オーバーレイ工 Ｌ＝３２０ｍ Ｗ＝３．２～３．７ｍ
Ａ＝１，０６０m2
33,659,280 （一）揖斐川谷汲山線 揖斐川町谷汲大洞工区
・切削オーバーレイ工、オーバーレイ工 Ｌ＝７８１ｍ Ｗ
＝4.85～8.8ｍ Ａ＝５，４００m2
（一）深坂大野線 揖斐川町谷汲深坂工区
・切削オーバーレイ工 Ｌ＝６７ｍ Ｗ＝６．６～７．０ｍ

２回目

－

（当初）

（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
○工期延期：平成２６年５月３１日

３回目

－

（当初）

平成26年5月21日

平成25年12月24日

平成26年6月16日

揖斐土木事務所

平成25年12月24日

平成25年12月24日

平成26年3月20日

揖斐土木事務所

平成26年5月28日

平成25年12月24日

平成26年5月31日

揖斐土木事務所

平成26年1月24日

平成26年1月24日

平成26年3月20日

21,840,000

平成26年6月20日

道路防災工事 施工延長 L＝345m W＝6．0（7．0）m
コンクリート吹付工（t＝15cm） A＝100m2
小型重力式擁壁工
L＝153m
23,616,360 落石防護柵工（H＝2．0m） L＝ 66m
落石防護柵工（金網設置） A＝147m2
仮設落石防護柵補修工 N＝1箇所
既設落石防護網補修工 A＝120m2

平成26年3月20日

久瀬大橋（単純ポステン箱桁＋ポステン3径間連続有ヒン
ジラーメン）
L＝207．1m W＝8．0（11．5）m
伸縮装置取替
N＝3箇所
50,190,000
－
天神橋（単純活荷重合成鈑桁橋）
L＝33．0m W＝7．0（8．2）m
変位制限装置（鋼製） N＝6箇所
排水管撤去再設置
N＝2箇所

一般県道 根尾谷汲大
舗装
野線 他

主要地方道 春日揖斐
県単 崩落決壊防止（暮
川線 他 揖斐郡 揖斐
第崩安1号 らしの安全・安心確保
土木一式
川町 春日六合 他
対策）工事
地内

西濃建設（株）

（株）野原組

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪１１５９－８

岐阜県揖斐郡揖斐川
町春日六合１２４８－１

揖斐土木事務所

平成26年5月21日

揖斐土木事務所

平成26年1月24日

一般国道 ３０３号 他
第橋修－3 県単 橋りょう維持修繕
揖斐郡 揖斐川町 西
－12、他号 指定修繕（一般）工事
津汲 他 地内

と土コ

中部ライン（株）

道路防災工事 施工延長 L＝323m W＝6．0（7．0）m
コンクリート吹付工（t＝15cm） A＝100m2
小型重力式擁壁工
L＝160m
落石防護柵工（H＝2．0m） L＝134m

（当初）

（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
○工期延期：平成２６年５月３１日

揖斐土木事務所

第舗補26公共 舗装道補修費
A300-A32（交付金事業分） 他
2号、他

変更回次

平成25年12月19日

平成25年12月24日

舗装

施工_履行_期間_至

興亜開発（株） 岐阜営 岐阜県岐阜市敷島町
業所
９ー９ー１ー３０２

揖斐土木事務所

一般国道４１７号 他
第安修－３ 県単 暮らしの安全・安
揖斐郡 池田町 本郷
－５号
心確保対策費
他

施工_履行_期間_自

平成26年1月24日

平成26年1月24日

岐阜県瑞穂市稲里大
西６５４－５
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仮設防護柵の損傷が顕著であり、倒壊の恐れがあるため補
２回目
修を増工したい。

（当初）

発注機関

工事_委託_
一般国道
３０３号 他
施工場所
第橋修－3
県単 工事_業務_名
橋りょう維持修繕
番号
揖斐郡 揖斐川町 西
－12、他号 指定修繕（一般）工事
津汲 他 地内

工事_業務_ 契約の相手方の商号
契約の相手方の住所
岐阜県瑞穂市稲里大
種別
又は名称
と土コ
中部ライン（株）
西６５４－５

揖斐土木事務所

契約締結日
（変更契約締結日）

平成26年7月1日

揖斐土木事務所

施工_履行_期間_自

平成26年1月24日

施工_履行_期間_至

平成26年7月31日

平成26年1月21日

平成26年1月21日

平成26年6月19日

揖斐土木事務所

平成26年6月11日

平成26年1月21日

平成26年6月19日

揖斐土木事務所

平成26年1月31日

平成26年1月31日

平成26年3月20日

第砂災
公共 砂防設備災害復
63,64,65号 旧事業（債務）

第河修9号

細尾谷、井振谷、霞
間ヶ谷 揖斐郡 池田 土木一式
町 小寺、片山、藤代

木曽川水系 杭瀬川
県単 河川維持修繕 工
揖斐郡 池田町 市橋
事
地内

土木一式

揖斐土木建築工業
（株）

揖斐土木建築工業
（株）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪４３８－４

岐阜県揖斐郡揖斐川
町三輪４３８－４

揖斐土木事務所

平成26年12月10日

揖斐土木事務所

第道改県単 道路新設改良事
揖斐土木事務所 26-A130-C 業 丈量測量及び物件 揖斐郡揖斐川町春日
古屋
号
調査

測量

岐阜県岐阜市水海道
（株）三栄コンサルタント
４ー２２ー１２

揖斐土木事務所

揖斐土木事務所

揖斐土木事務所

測量

（株）三進

変更理由

久瀬大橋（単純ポステン箱桁＋ポステン3径間連続有ヒン
ジラーメン）
L＝207．1m W＝8．0（11．5）m
（１）発注後に発生した外的条件によるもの
伸縮装置取替
N＝4箇所
47,606,400
イ、他事業との関連による場合
天神橋（単純活荷重合成鈑桁橋）
工期延期：平成２６年７月３１日
L＝33．0m W＝7．0（8．2）m
変位制限装置（鋼製） N＝6箇所
排水管撤去再設置
N＝2箇所

第砂災６３号 細尾谷 復旧延長 Ｌ＝２３．７ｍ
護岸工 コンクリートブロック積工（右岸）Ｌ＝２３．４ｍＳｌ＝
２．７～５．７ｍＡ＝１０８ｍ２
コンクリートブロック積工（左岸）Ｌ＝１２．７ｍＳｌ＝
23,382,000 ４．２～５．８ｍＡ＝５８ｍ２
間詰工 Ｖ＝７ｍ３ 根継工 Ｖ＝２０ｍ３ 水叩工 Ｖ＝３
３ｍ３ 帯工 Ｖ＝４ｍ３
第砂災６４号 井振谷 復旧延長 Ｌ＝１５．０ｍ
護岸工 コンクリートブロック積工（Ａ）
Ｌ＝７．１ｍ ＳＬ＝
第砂災６３号
細尾谷 復旧延長 Ｌ＝２３．７ｍ
護岸工 コンクリートブロック積工（右岸）Ｌ＝２３．４ｍＳｌ＝
２．７～５．７ｍＡ＝１０８ｍ２
コンクリートブロック積工（左岸）Ｌ＝１２．７ｍＳｌ＝
24,139,080
４．２～５．８ｍＡ＝５８ｍ２
間詰工 Ｖ＝７ｍ３ 根継工 Ｖ＝１８ｍ３ 水叩工 Ｖ＝３
３ｍ３ 帯工 Ｖ＝４ｍ３
第砂災６４号 井振谷 復旧延長 Ｌ＝１５．０ｍ
杭瀬川工区
除石工 Ｖ＝4，600ｍ3 伐木除根工 Ｎ＝1式
東川工区
21,315,000 堤防修繕工 連節ブロック張工 Ｌ＝95ｍ ＳＬ＝2．2～
2．5ｍ Ａ＝227ｍ2
保護工Ａ型 Ｌ＝96ｍ 基礎工Ｌ＝95ｍ 小口
止工Ｎ＝2箇所
杭瀬川工区
除石工 Ｖ＝500ｍ3 伐木除根工 Ｎ＝1式
東川工区
24,800,040
堤防修繕工 連節ブロック張工 Ｌ＝96.5ｍ ＳＬ＝2．1
～2．6ｍ Ａ＝206ｍ2
基礎工Ｌ＝97ｍ 小口止工Ｎ＝2箇所

－

変更回次

３回目

（当初）

（２）オ 残土処理地について調整したところ、処分場が変更
となったため、変更したい。
１回目
（２）キ インフレスライド条項に基づき、増額スライド分を計
上したい。

－

（当初）

（２）ウ 軟弱地盤により河川敷内に大型車両の進入が困難
なことによる仮設材（敷鉄板）設置及び運搬車両変更による
２回目
増
（２）オ 残土処分先変更による運搬費、処分費の増

平成26年1月17日

平成26年1月17日

平成26年3月20日

平成26年3月13日

平成26年1月17日

平成26年5月19日

2,613,600

１
２
３
４
５
６

用地測量 Ｌ８０ｍ × Ｗ３０ｍ ＝ ２,４００ｍ2
面積計算
２,４００ｍ2
木造建物Ｂ調査 １３０ｍ2～２００ｍ2未満
１棟
木造建物Ｃ調査 ７０ｍ2未満
１棟
附帯工作物 住宅敷地１５０ｍ2未満
２戸
動産調査 農家住宅
１戸

県単 道路新設改良費事業 （一）川合垂井線の計画により
丈量測量及び物件調査を行ったところ、当初予定していた
１回目
業務内容及び測量面積等に差異が生じたので、平成26年1
月17日付け委託契約に基づき変更契約を行う。

平成26年6月18日

１
２
３
3,201,120 ４
５
６
７

用地測量 Ｌ８０ｍ × Ｗ３０ｍ ＝ ２,４００ｍ2
面積計算
２,４００ｍ2
木造建物Ｂ調査 １３０ｍ2～２００ｍ2未満
１棟
木造建物Ｃ調査 ７０ｍ2未満
２棟
附帯工作物 住宅敷地１５０ｍ2未満
２戸
動産調査
２戸
立竹木調査
１，３６０ｍ2

県単 道路新設改良費事業 （一）川合垂井線の計画により
丈量測量及び物件調査を行ったところ、当初予定していた
２回目
業務内容及び測量面積等に差異が生じたので、平成26年1
月17日付け委託契約に基づき変更契約を行う。

平成26年3月17日

１用地測量
Ｌ１６０ｍ×３０ｍ＝Ａ４８００ｍ2
２面積計算
４８００ｍ2
３木造建物Ａ調査、非木造建物Ｂ調査 他
８棟
４付帯工作物 住宅敷地Ａ１５０ｍ2未満 他
６戸
7,297,500
５動産調査 倉庫 ５０ｍ2 未満 他
７事業所
６移転雑費積算
４所有者
７営業調査
１事業所 そ
の他

平成26年1月17日

第道改２６ 公共 防災・安全交付
－Ａ４７１－ 金事業 丈量測量及び 国道４１７号 和田
Ｄ号
物件調査委託業務

平成26年12月26日

工事_業務_概要

１
２
３
2,541,000
４
５
６

平成26年5月19日

揖斐土木事務所

平成26年1月31日

契約金額_円

平成26年1月17日

平成26年1月17日

岐阜県大垣市二葉町
７ー１２
平成26年3月13日

平成26年1月17日

平成26年7月31日

平成26年7月10日

平成26年1月17日

平成26年7月31日
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用地測量 Ｌ８０ｍ × Ｗ３０ｍ ＝ ２,４００ｍ2
面積計算
２,４００ｍ2
木造建物Ｂ調査 １３０ｍ2～２００ｍ2未満
１棟
木造建物Ｃ調査 ７０ｍ2未満
１棟
附帯工作物 住宅敷地１５０ｍ2未満
２戸
動産調査 農家住宅
１戸

－

１用地測量
Ｌ１６０ｍ×３０ｍ＝Ａ４８００ｍ2
２面積計算
４８００ｍ2
３木造建物Ａ調査、非木造建物Ｂ調査 他
８棟
7,506,000
４付帯工作物 住宅敷地Ａ１５０ｍ2未満 他
６戸
５動産調査 倉庫 ５０ｍ2 未満 他
７事業所
６移転雑費積算
４所有者
１用地測量
Ｌ１７１ｍ Ａ＝５４１１ｍ2
２面積計算
５４１１ｍ2
３木造建物Ａ調査、非木造建物Ｂ調査 他
９棟
7,812,720
４付帯工作物 住宅敷地Ａ１５０ｍ2未満 他
５戸
５動産調査 倉庫 ５０ｍ2 未満 他
５事業所
６移転雑費積算
２所有者

－

（当初）

（当初）

公共 防災・安全交付金事業 国道４１７号の計画により丈
量測量及び物件調査を行ったところ、当初予定していた期
１回目
間内に境界立会等を行うことが困難となったため、変更契約
を行う。
公共 防災・安全交付金事業 国道４１７号の計画により丈
量測量及び物件調査を行ったところ、当初予定していた業
２回目
務内容及び測量面積等に差異が生じたので、変更契約を行
う。

発注機関

工事_委託_
番号

工事_業務_名

施工場所

工事_業務_
種別

契約の相手方の商号
又は名称

契約の相手方の住所

揖斐土木事務所

契約締結日
（変更契約締結日）

施工_履行_期間_自

施工_履行_期間_至

契約金額_円

工事_業務_概要

道路防災工事 施工延長 L＝180m W＝5．5（6．5）m
コンクリート吹付工（t＝15cm） A＝1008m2
45,360,000 落石防止網復旧工 A＝1410m2
ロープネット工 A＝ 280m2
小割除去工 V＝ 1m3

変更理由

変更回次

平成26年3月14日

平成26年3月14日

平成26年9月24日

平成26年8月11日

平成26年3月14日

平成26年11月30日

47,859,120

揖斐土木事務所

平成27年1月20日

平成26年3月14日

平成27年1月30日

47,925,000

揖斐土木事務所

平成26年3月14日

平成26年3月14日

平成26年9月9日

29,376,000

揖斐土木事務所

平成26年8月12日

平成26年3月14日

平成26年9月9日

揖斐土木事務所

平成26年3月14日

平成26年3月14日

平成26年10月4日

68,796,000

道路防災工事 施工延長 L＝110m W＝5．5（6．5）m
コンクリート吹付工（t＝15cm） A＝150m2
高エネルギー落石防護網工 A＝2530m2

平成26年7月15日

平成26年3月14日

平成26年10月4日

79,553,880

道路防災工事 施工延長 L＝119m W＝5．5（6．5）m
コンクリート吹付工（t＝15cm）A＝169m2、コンクリート吹 現地精査の結果、落石の危険性のある転石を確認し、その
１回目
付工（t＝12cm）A＝135m2
対策を本工事のとおり変更したい。
高エネルギー落石防護網工 A＝2644m2

平成26年8月11日

平成26年3月14日

平成26年10月4日

79,856,280

道路防災工事 施工延長 L＝105m W＝5．5（6．5）m
コンクリート吹付工（t＝15cm）A＝169m2、コンクリート吹 現地の地形、土質に応じた施工割付を行った結果、補強材
２回目
付工（t＝12cm）A＝135m2
料等を本工事のとおり変更したい。
高エネルギー落石防護網工 A＝2626m2

平成27年3月20日

（仮称）川尻桟道橋
橋長 Ｌ＝５０．０ｍ
Ｗ＝５．５（７．０）ｍ
橋梁下部工
77,760,000 P1橋脚（円形柱張出式橋脚）１式
Ａ2橋台（逆Ｔ式橋台） １式
基礎工 深層杭
φ 2000 L＝3．0m，L＝3．5m

－

平成27年3月20日

（仮称）川尻桟道橋
橋長 Ｌ＝５０．０ｍ
Ｗ＝５．５（７．０）ｍ
橋梁下部工
79,999,920
P1橋脚（円形柱張出式橋脚）１式
Ａ2橋台（逆Ｔ式橋台） １式（土工のみ）
基礎工 深層杭

（２）ア 推定岩盤線の確認に基づく場合
現地の試掘により仮設土留設置位置は強固な岩盤が確
１回目
認され、H鋼の建込にはダウンザホールハンマを使用した施
工としたい。

揖斐土木事務所 第災防26
－A111-8
号

第災防26
－A111-9
号

揖斐土木事務所 第災防26
－A139-3
号

公共 道路災害防除施 一般国道 ４１７号 揖
設（交付金事業分）（翌 斐郡 揖斐川町 鶴見
債）工事
地内

公共 道路災害防除施 一般国道 ４１７号 揖
設（交付金事業分）（翌 斐郡 揖斐川町 東横
債）工事
山 地内

公共 道路災害防除施 一般県道 神原西津汲
設（交付金事業分）（翌 線 揖斐郡 揖斐川町
債）工事
東津汲 地内

と土コ

と土コ

と土コ

西濃建設（株）

西建産業（株）

（株）ヤマモト

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

岐阜県揖斐郡揖斐川
町大字三倉１３３－１

揖斐土木事務所

揖斐土木事務所

平成26年3月24日

第H26A119号

公共 防災・安全交付金 一般国道 ４１７号揖斐
事業工事
郡 揖斐川町 東横山

土木一式

（株）シミズ工業

平成27年3月16日

揖斐土木事務所

揖斐土木事務所
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（当初）

道路防災工事 施工延長 L＝180m W＝5．5（6．5）m
コンクリート吹付工（t＝15cm） A＝865m2
落石防止網復旧工 A＝2062m2
ロープネット工 A＝ 237m2
小割除去工 V＝ 1m3

現地精査の結果、既設落石防護網の再利用が困難である
ことが判明したため本設計書のとおり変更したい。

１回目

道路防災工事 施工延長 L＝180m W＝5．5（6．5）m
コンクリート吹付工（t＝15cm） A＝ 920m2
落石防止網復旧工 A＝2042m2
ロープネット工 A＝ 237m2
小割除去工 V＝ 1m3

現地精査の結果、施工割付等により所要施工量を本設計書
４回目
のとおり変更したい。

道路防災工事 施工延長 L＝105m W＝5．5（6．5）m
コンクリート吹付工（t＝15cm） A＝1444m2
ロープネット工 A＝ 220m2
ワイヤーロープ掛工 N＝ 1箇所
小割除去工 V＝
5m3 L＝105m W＝5．5（6．5）m
道路防災工事
施工延長
コンクリート吹付工（t＝15cm） A＝ 612m2
35,757,720 ロープネット工 A＝ 212m2
ワイヤーロープ掛工 N＝ 1箇所
小割除去工 V＝ 5m3
鉄筋挿入工（D19 L2，000） N＝119本

－

（当初）

現地詳細調査の結果、想定以上に風化が進行していたた
め、法枠工及び鉄筋挿入工を増工したい。

１回目

－

（当初）

（当初）

岐阜県揖斐郡揖斐川
町東横山３３２‐１

揖斐土木事務所

第H26－
A130号

平成26年3月24日

－

平成26年3月24日

平成26年3月24日

平成26年3月24日

平成27年3月20日

平成27年1月13日

平成26年3月24日

平成27年3月20日

岐阜県揖斐郡揖斐川
町春日六合１２４８－１

8 / 8 ページ

施工延長 L＝151．6m W＝5．5（7．5）m（No．24＋8．4～
No．32＋0．0）
土 工 切土（土砂） V＝ 1，180*
切土（岩）
V＝ 22，300*
205,070,400 法枠工 現場吹付法枠工（F300－2000×2000）L＝2，
402m SL＝1．20～7．85m A＝2，159*
現場吹付法枠工（F600－2000×2500）L＝ 127m
SL＝7．50m
A＝ 219*
植生基材吹付工 A＝ 1，479*
アンカー工
N＝
18本 L＝9．0～11．0m
施工延長 L＝131．6m W＝5．5（7．5）m（No．24＋8．4～
No．31＋0．0）
土 工 切土（土砂） V＝ 1，420*
切土（岩）
V＝ 21，700*
法枠工 現場吹付法枠工（F300－2000×2000）
211,445,640
L=2,286m SL=1.20～7.85m
現場吹付法枠工（F600－2000×2500）L= 127m
SL=7.5m
植生基材吹付工 A＝ 1，246*
アンカー工
N＝
26本 L＝9．0～12．5m

－

（当初）

（１）イ 他事業との関連による場合
本工事にて運搬する流用土の流用先が未確定であったた
め、当初は池田町内に仮置きする予定であったが、他工事 １回目
にて流用土受入先が確保できたため、運搬距離を増した
い。

