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変更理由
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平成25年12月18日

平成25年12月18日

平成26年3月25日

No.1土留工(コ) L=5.0m H=2.0m V=3.7m3
No.2土留工(コ) L=7.5m H=2.0m V=7.2m3
18,375,000 No.3～No.8土留工(かご枠) N=6基 L=42.0m A=59.5m2
水路工(U型樹脂) L=107.4m 暗渠工(集水管) L=22.0m
筋工(丸太) L=97.0m 伏工(植生マット) A=1,130.4m2

可茂農林事務所

平成26年5月21日

平成25年12月18日

平成26年5月30日

No.1土留工(コ) L=5.0m H=2.0m V=3.7m3
No.2土留工(コ) L=7.5m H=2.0m V=7.2m3
18,875,160 No.3～No.8土留工(かご枠) N=6基 L=42.0m A=59.5m2
水路工(U型樹脂) L=101.2m 暗渠工(集水管) L=22.0m
筋工(丸太) L=114.0m 伏工(植生マット) A=1,367.0m2

仮設作業道設置に伴うモノレール架設の延長減。精査に伴 ２回目
う伏工面積の増。

可茂農林事務所

平成26年1月22日

平成26年1月22日

平成26年3月25日

谷止工(コ)L=18.5m H=6.5m B=1.2m V=160.5m3
16,065,000 土留工(コ)L=8.5m H=2.0m B=0.5m V=9.2m3
筋工(丸太)L=24.0m 植栽工(ハンノキ)N=24本
伏工(植生マット)A=96.0m2

－

可茂農林事務所

平成26年9月26日

平成26年1月22日

平成26年9月30日

谷止工(コ)L=18.5m H=6.0m B=1.2m V=160.5m3
土留工(コ)L=8.5m H=2.0m B=0.5m V=9.0m3
17,493,840 筋工(丸太)L=24.0m 植栽工(ハンノキ)N=24本
伏工(植生マット)A=96.0m2 法切V=3.0m3 雑工(かご
枠)L=32.0m

みず道部分の縦断浸食防止、山腹崩壊地内の縦断浸食防
止のためじゃかご設置の追加増。掘削土の現場内処理に伴 ５回目
うカゴ枠及び植生シート工施工に伴う増。豪雨による手戻り
工事の増。

可茂農林事務所

平成26年3月24日

平成26年3月24日

平成26年11月20日

平成26年11月21日

平成26年3月24日

平成27年1月30日

掛工、除去工の一部が道路改良工事の影響区域に入るた
ロープ伏工 A=２，４３５．３ｍ２
め施工を取りやめる。工事施工に伴い直下の町道を通行止
95,830,560 岩接着工 A=４８．１ｍ２ 破砕除去工 N=３箇所 V=０．５ｍ めとしていたが地元から早期解放を要望されたため、残工 ２回目
３
区を施工し工事の早期慨成と町道の解放を図る。現地精査
に基づく岩接着工の注入工数量を変更する。

平成26年3月5日

平成26年3月5日

平成26年8月20日

31,104,000 ロープ伏工 A＝３２０．０ｍ２ 破砕除去工 V=0.6m3

－

（当初）

平成26年8月20日

33,958,440 ロープ伏工 A＝８４８．０ｍ２ 破砕除去工 V=0.4m3

ロープ伏工の施工範囲を現地の起伏及び転石の状況に合
わせたため施工面積の増。現地精査に伴う転石破砕除去
の減。

１回目

平成26年7月31日

２工区 山腹工 No.1土留工(練)L=9.5m H=3.0m
A=20.2m2
No.2土留工(練)L=7.0m H=2.5m A=11.6m2 水路工(土の
19,742,400 う)L=48.0m
筋工(丸太)L=94m 伏工(植生マット)A=559.3m2 吹付け工
（種子)A=155.8m2
3工区 渓間工 護岸工(練)L=7.7m A=13.3m2
根固工(コ)V=64.8m3

－

（当初）

山腹緑化面積の現地精査に伴う増。既設構造物との取り付
け調整のための構造変更による増。木くず処分の実施数量 ２回目
による増。

可茂農林事務所
可治第２５ 公共 復旧治山事業臨 加茂郡八百津町八百
１２号
コ山(山腹工)工事
津臨コ山

可治第２５ 県単治山事業大寺工
１５号
事

可治第２５ 公共 予防治山事業
１４号
川牧工事

加茂郡白川町上佐見
字大寺

加茂郡白川町河東川
牧 地内

土木一式

土木一式

と土コ

（有）丸北土木

東部建設（株）

丸ス産業（株）

岐阜県加茂郡八百津
町八百津４４８０－３

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東５７３７－１

岐阜県加茂郡白川町
三川１２７０

可茂農林事務所

可茂農林事務所
可治第２５ 公共 予防治山事業
兎田和工事
可茂農林事務所 １８号

加茂郡東白川村神土
兎田和

と土コ

（株）ニシノ

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東５７３９

可茂農林事務所

平成26年6月30日

平成26年3月5日

可治第２５ 公共 予防治山事業
１９号
長岡裏工事

可児郡御嵩町御嵩長
岡裏

土木一式

（株）本州緑化建設

平成26年3月5日

平成26年3月5日

岐阜県可児郡御嵩町
比衣４５４－１

－

ロープ伏工 A=２，０６８．０ｍ２ ロープ掛工 N=１箇所
86,400,000 岩接着工 A=４８．１ｍ２ 破砕除去工 N=４箇所 V=１．３ｍ －
３

（当初）

（当初）

（当初）

可茂農林事務所

平成26年9月24日

平成26年3月5日

平成26年9月30日

２工区 山腹工 No.1土留工(練)L=9.5m H=3.0m
A=20.2m2
No.2土留工(練)L=7.0m H=2.5m A=12.2m2 水路工(土の
20,404,440 う)L=48.0m
筋工(丸太)L=94m 伏工(植生マット)A=608.0m2 吹付け工
（種子)A=194.8m2
3工区 渓間工 護岸工(練)L=7.7m A=13.3m2
根固工(コ)V=64.8m3

可茂農林事務所

平成26年3月17日

平成26年3月17日

平成26年9月10日

No.1谷止工(コ)L=42.5m H=8.0m V=694.1m3
38,340,000 No.2谷止工(コ)L=34.0m H=8.5m V=73.7m3
流路工(練)L=12.0m

－

可茂農林事務所

平成26年11月4日

平成26年3月17日

平成26年11月10日

No.1谷止工(コ)L=42.5m H=8.0m V=694.1m3
38,788,200 No.2谷止工(コ)L=34.0m H=8.5m V=73.7m3
流路工(練)L=12.0m

No.1谷止工の推定岩盤線に相違があったため岩掘削、土砂
掘削土量を変更。No.2谷止工水叩部の洗掘防止のため捨 ２回目
石工の増工。仮設道路付け替えの土量が不足するため近
接工事からの土砂搬入増。

可茂農林事務所

平成26年3月12日

平成26年3月12日

平成26年9月5日

No.1～No.6土留工（かご枠）6基 L=60.0m H=1.5m～2.5m
A=88.7m2
26,568,000 水路工（土のう） L=181.1m 暗渠工（集水管）L=175.1m
筋工（丸太）L=320.0m 伏工（植生マット）A=2,592.5m2
植栽工（ハンノキ）N=320本

－

平成26年9月2日

平成26年3月12日

平成26年9月5日

No.1～No.6土留工（かご枠）6基 L=57.5m H=1.5m～2.5m
29,356,560 A=81.3m2
水路工（土のう） L=196.5m 暗渠工（集水管）L=180.7m
筋工（丸太）L=657.3m 伏工（植生マット）A=3,456.2m2

No.5土留工において、位置を再度検討した結果延長等が減
となった。設計・積算時に確認されなかった崩壊地の拡大
１回目
と、施工済み目的物が豪雨により被災したことによる伏工、
筋工数量の増。木くず処分量の実績に基づく減。

平成26年3月28日

平成26年3月28日

平成26年10月20日

60,048,000 谷止工（コ）L=41.5m H=10.5m V=1,422.0m3 B=2.0m

－

62,429,400 谷止工（コ）L=41.5m H=10.5m V=1,422.0m3 B=2.0m

施工現場が狭いため、掘削残土の置場が確保できないため
残土処分地に搬出増。仮設道開設に伴う支障木の増による １回目
補償費の増。支障木売却益による減。切土法面を次年度以
降としたための減。

可治第２５ 公共 復旧治山事業
１７号
板良洞工事

可治第２５ 公共 復旧治山事業
２０号
狐塚工事

可児郡御嵩町御嵩板
良洞

加茂郡八百津町八百
津狐塚（奥釜ヶ平）

土木一式

土木一式

（株）御嵩重機建設

（株）土谷組

岐阜県可児郡御嵩町
比衣４３３

岐阜県加茂郡八百津
町八百津３３２１－１２

可茂農林事務所

可茂農林事務所
可治第２５ 公共 復旧治山事業
加茂郡東白川村越原
手掛岩(井の洞谷)工事 字手掛岩
可茂農林事務所 ２１号

土木一式

（株）立保土木

岐阜県加茂郡東白川
村越原１３５１

加茂郡東白川村越原
字黒渕

土木一式

（株）立保土木

岐阜県加茂郡東白川
村越原１３５１

加茂郡白川町上佐見
字島垣道

土木一式

（株）ニシノ

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東５７３９

可茂農林事務所
可治第２５ 公共 予防治山事業
黒渕谷工事
可茂農林事務所 ２２号
可茂農林事務所
可治第２５ 公共 復旧治山事業
島垣道工事
可茂農林事務所 ２３号

（当初）

（当初）

（当初）

平成26年10月14日

平成26年3月28日

平成26年10月20日

平成26年3月28日

平成26年3月28日

平成26年9月30日

40,068,000 谷止工(コ) L=45.5m H=7.5m V=786.0m3 B=2.0m

－

平成26年9月25日

平成26年3月28日

平成26年9月30日

37,506,240 谷止工(コ) L=45.5m H=7.5m V=786.0m3 B=2.0m

確認残土による残土量の減。推定岩盤線の相違による遮水
１回目
壁工の減。

平成26年3月28日

平成26年3月28日

平成26年10月10日

45,684,000 谷止工(コ) L=47.0m H=6.5m V=589.0m3 B=2.0m

－

49,840,920 谷止工(コ) L=47.0m H=6.5m V=589.0m3 B=2.0m

谷止工袖部掘削面からの落石を防止し作業員の安全を確
保するため仮設モルタルを吹き付ける。現地検討により谷止 ２回目
工側壁擦付工をじゃ篭からコンクリートに変更する。側壁上
部の法面にモルタルを吹付保護を図る。

平成26年12月5日

平成26年3月28日
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（当初）

（当初）

