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

平成25年11月1日

多治見土木事務所

多治見土木事務所

契約締結日
（変更契約締結日）

工建第1－ 公共 社会資本整備総
A2－1-2号 合交付金（住宅）

一般県道 肥田下石線
土岐市 下石町

土木一式

小島土木（株）

岐阜県土岐市土岐津
町土岐口１８０８－１

平成26年3月13日

施工_履行_期間_自

施工_履行_期間_至

平成25年11月1日

平成25年11月1日

契約金額_円

工事_業務_概要

変更理由

変更回次

平成26年3月20日

施工延長 L＝794m W＝6．5（12．5）m
土工 切土 V＝64，350m3
法面工 植生基材吹付工 L＝474m SL＝0～9．9m A
225,540,000 ＝8，820m2
排水工 PU2－300×300 L＝569m
（残土処理）
施工延長 L＝170m
土工 盛土 V＝61，300m3

－

平成27年3月20日

施工延長 L＝794m W＝6．5（12．5）m
土工 切土 V＝64，350m3
法面工 植生基材吹付工 L＝474m SL＝0～9．9m A
231,984,000 ＝8，820m2
排水工 PU2－300×300 L＝569m
（残土処理）
施工延長 L＝170m
土工 盛土 V＝61，300m3

【（１）発注後に発生した外的条件によるもの、 カ その他や
１回目
むを得ない外的条件による場合】
繰越承認に伴い消費税率を変更したい。

施工延長 L＝843．6m W＝6．5（12．5）m
土工 切土 V＝70，900m3
法面工 植生基材吹付工 L＝583m SL＝0～9．9m A 【（２）発注時に確認が困難な要因によるもの、 キ 賃金、物
価の変動に基づく場合】
234,031,680 ＝9，530m2
２回目
排水工 PU2－300×300 L＝575m
賃金及び物価の変動に伴い、工事請負約款第２５条第６項
（残土処理）
に基づく請負代金額の変更をしたい。
施工延長 L＝283．3m
土工 盛土 V＝61，700m3

（当初）

多治見土木事務所

平成26年11月19日

平成25年11月1日

平成27年1月20日

多治見土木事務所

平成25年12月6日

平成25年12月6日

平成26年3月20日

15,088,500

【久尻工区】施工延長 Ｌ＝９２．６ｍ
排水施設工 ＰＵ型側溝工
Ｌ＝１３７ｍ
安全施設工 防護柵設置工
Ｌ＝１５５ｍ
低層遮音壁設置工 Ｈ＝１．０ｍ Ｌ＝ ３０ｍ
舗 装 工 歩道舗装工
Ａ＝４１９ｍ２

－

（当初）

平成26年3月19日

平成25年12月6日

平成26年5月31日

15,519,600

【久尻工区】施工延長 Ｌ＝９２．６ｍ
排水施設工 ＰＵ型側溝工
Ｌ＝１１３ｍ
安全施設工 防護柵設置工
Ｌ＝ ８５ｍ
低層遮音壁設置工 Ｈ＝１．０ｍ Ｌ＝ ３０ｍ
舗 装 工 歩道舗装工
Ａ＝２５８ｍ２

（１）ウ 関係法令の改正に基づくため（消費税）

１回目

平成26年5月2日

平成25年12月6日

平成26年5月31日

15,984,000

【久尻工区】施工延長 Ｌ＝９２．６ｍ
排水施設工 ＰＵ型側溝工
Ｌ＝１１３ｍ
安全施設工 防護柵設置工
Ｌ＝ ８１ｍ
低層遮音壁設置工 Ｈ＝１．０ｍ Ｌ＝ ３０ｍ
舗 装 工 歩道舗装工
Ａ＝２６８ｍ２

ガードパイプ設置工において土中建込を行っていたが、岩に
２回目
当たり打ち込みが困難になったため岩削孔工を追加した
い。

平成26年3月17日

木造建物Ａ調査７０ｍ２未満 ９棟、木造建物Ａ調査７０ｍ
２以上～１３０ｍ２未満 ５棟
木造建物Ａ調査１３０ｍ２以上～２００ｍ２未満 ２棟、非木
造建物Ｂ調査（住宅等）２００ｍ２未満 １棟
非木造建物Ｂ調査（倉庫等）２００ｍ２未満 １棟、非木造
建物Ｃ調査（倉庫等）２００ｍ２未満 １棟
12,915,000 附帯工作物 住宅敷地Ａ１５０ｍ２未満 １０戸、居住者・ －
動産・通損等積算 仮住居有り ７世帯
居住者・動産・通損等積算 仮住居無し ４世帯、残地移
転要件検討 ９権利者
仮住居・借家人補償積算 ８世帯、営業調査Ｂ 法人３００
０万未満１営業所 ６企業
消費税等調査（営業調査有） ６事業者

平成26年4月30日

木造建物Ａ調査７０ｍ２未満 １３棟、木造建物Ａ調査７０
ｍ２以上～１３０ｍ２未満 ４棟
非木造建物Ｂ調査（倉庫等）２００ｍ２未満 ４棟
13,994,640 附帯工作物 住宅敷地Ａ１５０ｍ２未満 ３戸
残地移転要件検討 １２権利者
営業調査Ｂ 法人３０００万未満１営業所 ０企業
営業調査Ａ 個人営業 ２事業所
消費税等調査（営業調査有） ２事業者

県単 地方特定道路整備事業（街路） ３・３・５新土岐津線
の計画により物件調査を行なったところ、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25年
12月5日付け委託契約に基づき変更契約を行う。

平成26年7月30日

木造建物Ａ調査７０ｍ２未満 １３棟、木造建物Ａ調査７０
ｍ２以上～１３０ｍ２未満 ４棟
非木造建物Ｂ調査（倉庫等）２００ｍ２未満 ４棟
14,758,200 附帯工作物 住宅敷地Ａ１５０ｍ２未満 ３戸
残地移転要件検討 １３権利者
営業調査Ｂ 法人３０００万未満１営業所 ０企業
営業調査Ａ 個人営業 ２事業所
消費税等調査（営業調査有） ２事業者

県単 地方特定道路整備事業（街路） ３・３・５新土岐津線
の計画により物件調査を行なったところ、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25年
12月5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

木造建物Ａ調査 ７０ｍ２未満 ７棟、木造建物Ｃ調査 ７０
ｍ２未満 ３棟
非木造建物Ｂ調査（住宅等）２００ｍ２未満 ４棟、付帯工
作物 住宅敷地Ａ１５０ｍ２未満 １２戸
居住者.動産.通損等積算 仮住居有り ８世帯、居住者.動
14,175,000 産.通損等積算 仮住居無し ６世帯
－
仮住居・借家人補償積算 １１世帯、残地移転要件検討
１０権利者
営業調査Ｂ 法人３０００万未満１営業所 １企業
消費税等調査（営業調査有） ５事業者
駐車場等の使用実態追加調査 ３００ｍ２未満 ２回

多治見土木事務所

工維第26A446、工維
単第現施2
号

公共 交通安全施設等
主要地方道 土岐可児
整備事業費（交付金事
線 土岐市泉町久尻
土木一式
業分）、県単 現道施設
地内
整備費（一般分）工事

舘林建設（株）

岐阜県土岐市土岐津
町土岐口１９５６

多治見土木事務所

平成25年12月5日

多治見土木事務所

委建単第
14-S5号

県単 地方特定道路整
（都）新土岐津線 土岐
備事業（街路）物件調
物件
市泉町久尻 地内
査

（株）石田技術コンサル 岐阜県可児市川合８５
タンツ 岐阜支店
７ー１
平成26年3月13日

多治見土木事務所

平成26年4月15日

多治見土木事務所

平成25年12月5日

多治見土木事務所

委建単第
14-S6号

県単 地方特定道路整
（都）新土岐津線 土岐
備事業（街路） 物件調
物件
市泉町久尻 地内
査

平成25年12月5日

平成25年12月5日

平成25年12月5日

平成25年12月5日

（株）石田技術コンサル 岐阜県可児市川合８５
タンツ 岐阜支店
７ー１
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発注機関

工事_委託_
番号

委建単第
多治見土木事務所 14-S6号

工事_業務_名

施工場所

工事_業務_
種別

県単 地方特定道路整
（都）新土岐津線 土岐
備事業（街路） 物件調
物件
市泉町久尻 地内
査

契約の相手方の商号
又は名称

契約の相手方の住所

（株）石田技術コンサル 岐阜県可児市川合８５
タンツ 岐阜支店
７ー１

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

施工_履行_期間_至

平成25年12月5日

契約金額_円

工事_業務_概要

変更理由

変更回次

平成26年4月30日

木造建物Ａ調査 ７０ｍ２未満 ７棟、木造建物Ｃ調査 ７０
ｍ２未満
非木造建物Ｂ調査（住宅等） ２００ｍ２未満 ０棟
非木造建物Ａ調査（住宅等） ４００ｍ２以上～６００ｍ２未
15,544,440 満 １棟
付帯工作物 住宅敷地Ａ１５０ｍ２未満 ４戸
残地移転要件検討 ８権利者
営業調査Ｂ 法人３０００万未満１営業所 ２企業
消費税等調査（営業調査有）

県単 地方特定道路整備事業（街路）３・５・５新土岐津線の
計画により物件調査を行なったところ、当初予定していた業 １回目
務内容及び測量面積等に差異が生じたので、平成25年12
月5日付け委託契約に基づき変更契約を行う。

県単 地方特定道路整備事業（街路）３・５・５新土岐津線の
計画により物件調査を行なったところ、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、平成25年12
月5日付け委託契約に基づき変更契約を行う。

多治見土木事務所

平成26年4月15日

平成25年12月5日

平成26年7月30日

木造建物Ａ調査 ７０ｍ２未満 ７棟、木造建物Ｃ調査 ７０
ｍ２未満 ２棟
非木造建物Ｂ調査（住宅等） ２００ｍ２未満 ０棟
非木造建物Ａ調査（住宅等） ４００ｍ２以上～６００ｍ２未
16,296,120 満 １棟
付帯工作物 住宅敷地Ａ１５０ｍ２未満 ４戸
残地移転要件検討 ８権利者
営業調査Ｂ 法人３０００万未満１営業所 ２企業
消費税等調査（営業調査有）

多治見土木事務所

平成26年1月14日

平成26年1月14日

平成26年3月20日

36,225,000

－

（当初）

平成26年6月30日

池田アンダーパス道路排水設備工事
37,260,000
自家用発電設備 Ｎ＝一式

（１）ウ 関係法令の改正に基づくため（消費税）

１回目

平成26年6月30日

池田アンダーパス道路排水設備工事
37,373,400
自家用発電設備 Ｎ＝一式

現地調査の結果、既設基礎と新設基礎の一体化を図るため
２回目
の鉄筋工を追加したい。

平成26年6月26日

８１号 復旧延長Ｌ＝１４．０ｍ 根継工（一法型）Ｌ＝１４．
０ｍ Ｈ＝２．０９ｍ Ｖｃ＝２３ｍ３
８２号 復旧延長Ｌ＝６．０ｍ（左岸） コンクリートブロック
張工 Ｌ＝５．７ｍ ＳＬ＝５．９ｍ
８３号 復旧延長Ｌ＝１６．５ｍ（左岸） コンクリートブロック
20,952,000 積工 Ｌ＝１６．５ｍ ＳＬ＝４．５ｍ
－
８５号 復旧延長Ｌ＝７．５ｍ（左岸） 練石張工 Ｌ＝７．５
ｍ ＳＬ＝６．１２ｍ Ａ＝４６ｍ２
８６号 復旧延長Ｌ＝３６．０ｍ 帯工 Ｎ＝１基 Ｈ＝１．９
７ｍ Ｌ＝９．３４ｍ Ｖｃ＝１５ｍ３
砂修工２号 コンクリートブロック積工 Ｌ＝１０．０ｍ ＳＬ
＝４．０５ｍ Ａ＝４１ｍ２

８１号 復旧延長Ｌ＝１４．０ｍ 根継工（一法型）Ｌ＝１４．
０ｍ Ｈ＝２．０９ｍ Ｖｃ＝２３ｍ３
８２号 復旧延長Ｌ＝６．０ｍ（左岸） コンクリートブロック
張工 Ｌ＝５．７ｍ ＳＬ＝５．９ｍ
８３号 復旧延長Ｌ＝１６．５ｍ（左岸） コンクリートブロック
現地詳細確認の結果に基づき仮設工の形状を変更したい。 １回目
19,753,200 積工 Ｌ＝１６．５ｍ ＳＬ＝４．５ｍ
８５号 復旧延長Ｌ＝７．５ｍ（左岸） 練石張工 Ｌ＝７．５ （変更事務処理要領第４（２）ク）
ｍ ＳＬ＝６．１２ｍ Ａ＝４６ｍ２
８６号 復旧延長Ｌ＝３６．０ｍ 帯工 Ｎ＝１基 Ｈ＝１．９
７ｍ Ｌ＝９．３４ｍ Ｖｃ＝１５ｍ３
砂修工２号 コンクリートブロック積工 Ｌ＝１０．０ｍ ＳＬ
＝４．０５ｍ Ａ＝４１ｍ２

工維第26一般県道 武並土岐多
公共 道路災害防除施
治見線 多治見市池田 電気
多治見土木事務所 A139-8-2
設費（交付金事業分）
号
町 地内

（株）大島電氣工事

岐阜県土岐市鶴里町
柿野２４７４

平成26年3月19日
平成26年6月18日

多治見土木事務所

平成26年1月28日

多治見土木事務所

公共 河川災害復旧事 庄内川水系 平園川、妻
工第２５災
業、砂防設備災害復旧 木川、肥田川、鍛冶ヶ
８１、８２、８
土木一式
事業、県単 砂防修繕事 入川、釜ノ洞川 土岐
３、８５他号
業（債務）工事
市下石町 他 地内

（株）岡島建設

平成26年1月14日
平成26年1月14日

平成26年1月28日

岐阜県土岐市曽木町１
６９１－１

池田アンダーパス道路排水設備工事
自家用発電設備 Ｎ＝一式

（当初）

多治見土木事務所

平成26年6月2日

平成26年1月28日

平成26年6月26日

多治見土木事務所

平成26年1月16日

平成26年1月16日

平成26年3月20日

諏訪橋
4,620,000 拡幅詳細設計業務 Ｎ＝一式
道路詳細設計
Ｌ＝０．１５ｋｍ

－

（当初）

多治見土木事務所

平成26年3月19日

平成26年1月16日

平成26年8月31日

諏訪橋
4,752,000 拡幅詳細設計業務 Ｎ＝一式
道路詳細設計
Ｌ＝０．１５ｋｍ

（１）ウ 関係法令の改正に基づくため（消費税）

１回目

多治見土木事務所

平成26年8月4日

平成26年1月16日

平成26年12月19日

諏訪橋
5,826,600 拡幅詳細設計業務 Ｎ＝一式
道路詳細設計
Ｌ＝０．１５ｋｍ
地質調査（ボーリング調査） Ｎ＝１箇所

擁壁詳細設計に着手した結果、支持地盤の確認が必要に
なったため地質調査を追加したい。

２回目

多治見土木事務所

平成26年12月4日

平成26年1月16日

平成26年12月19日

諏訪橋
5,640,840 拡幅詳細設計業務 Ｎ＝一式
道路詳細設計
Ｌ＝０．１５ｋｍ
地質調査（ボーリング調査） Ｎ＝１箇所

ボーリング調査を実施した結果、現況地質が想定と異なって ３回目
いたため、変更したい。

委維第26- 公共 橋りょう補修費
A22-6号
（交付金事業分）委託

一般県道 市之倉内津
線 多治見市諏訪町神 道路
田 地内

岐阜県岐阜市薮田南
大日コンサルタント（株）
３ー１ー２１

多治見土木事務所

多治見土木事務所

工第２５災 公共 河川災害復旧事
８４号
業（債務）工事

庄内川水系 佐々良木
川 瑞浪市釜戸町 地 土木一式
内

（有）加藤工務店

岐阜県瑞浪市陶町大
川３４

平成26年2月4日

平成26年2月4日

平成26年6月23日

平成26年3月13日

平成26年2月4日

平成26年6月23日
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復旧延長 Ｌ＝１６．２ｍ（左岸）
練石積工 Ｌ＝８．９ｍ ＳＬ＝３．８～３．９ｍ Ａ＝３４ｍ
２
6,253,200 小口止工 Ｎ＝２基 Ｖ＝２ｍ３
根継工（一法型）Ｌ＝６．７ｍ Ｈ＝１．７１ｍ Ｖ＝５ｍ３
工事用道路（敷砂利）Ｗ＝３．０ｍ Ｌ＝８６ｍ
工事用道路（敷砂利）Ｗ＝３．０ｍ Ｌ＝５ｍ 大型土のう
Ｎ＝５５袋
復旧延長 Ｌ＝１６．２ｍ（左岸）
練石積工 Ｌ＝８．９ｍ ＳＬ＝３．８～３．９ｍ Ａ＝３４ｍ
２
6,415,200 小口止工 Ｎ＝２基 Ｖ＝２ｍ３
根継工（一法型）Ｌ＝６．７ｍ Ｈ＝１．７１ｍ Ｖ＝５ｍ３
工事用道路（敷砂利）Ｗ＝３．０ｍ Ｌ＝８６ｍ
工事用道路（敷砂利）Ｗ＝３．０ｍ Ｌ＝５ｍ 大型土のう
Ｎ＝５５袋

－

（当初）

平成２６年２月から適用する公共工事設計労務単価の運用
に係る特例措置に基づき請負代金額を変更したいため。【要 １回目
領第４（２）キ】

工第２５災 公共 河川災害復旧事
８４号
業（債務）工事
発注機関

工事_委託_
番号

工事_業務_名

庄内川水系 佐々良木
岐阜県瑞浪市陶町大
川 瑞浪市釜戸町 地 土木一式 （有）加藤工務店
川３４
内
工事_業務_ 契約の相手方の商号
施工場所
契約の相手方の住所
種別
又は名称

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

変更理由

変更回次

復旧延長 Ｌ＝１６．２ｍ（左岸）
練石積工 Ｌ＝８．９ｍ ＳＬ＝４．２ｍ Ａ＝３７ｍ２
小口止工 Ｎ＝２基 Ｖ＝２ｍ３
岩盤線が当初想定より低い位置であったため、石積の法長 ２回目
6,133,320 根継工（一法型）Ｌ＝６．７ｍ Ｈ＝１．７１ｍ Ｖ＝５ｍ３
を変更したい。【要領第４（２）ア】
工事用道路（敷砂利）Ｗ＝３．０ｍ Ｌ＝８６ｍ
工事用道路（敷鉄板）Ｗ＝３．０ｍ Ｌ＝５ｍ 大型土のう
Ｎ＝５５袋

多治見土木事務所

平成26年6月2日

平成26年2月4日

平成26年6月23日

多治見土木事務所

平成26年2月18日

平成26年2月18日

平成26年3月20日

施工延長 Ｌ＝１４８ｍ Ｗ＝５．１（６．０）ｍ
既設目地補修工 線導水 Ｌ＝２７９ｍ
29,295,000 防錆対策工 常温亜鉛メッキ工 Ａ＝４１６ｍ２ 止水シー －
ル工 Ｌ＝３８２ｍ
漏水対策工 水平桶設置工 Ｌ＝２９６ｍ

（当初）

多治見土木事務所

平成26年3月19日

平成26年2月18日

平成26年8月16日

施工延長 Ｌ＝１４８ｍ Ｗ＝５．１（６．０）ｍ
既設目地補修工 線導水 Ｌ＝２７９ｍ
30,132,000 防錆対策工 常温亜鉛メッキ工 Ａ＝４１６ｍ２ 止水シー （１）ウ 関係法令の改正に基づくため（消費税）
ル工 Ｌ＝３８２ｍ
漏水対策工 水平桶設置工 Ｌ＝２９６ｍ

１回目

多治見土木事務所

平成26年12月25日

平成26年2月18日

平成27年3月30日

施工延長 Ｌ＝１４８ｍ Ｗ＝５．１（６．０）ｍ
30,456,000 既設目地補修工 線導水 Ｌ＝２４０ｍ
防錆対策工 湿潤面防食塗装工 Ａ＝３３７ｍ２ 止水
シール工 Ｌ＝２８０ｍ

現状の塗装面が湿潤状態であるため、湿潤面用の防食塗
料に変更し施工したい。

２回目

多治見土木事務所

平成27年3月17日

平成26年2月18日

平成27年3月30日

施工延長 Ｌ＝１４８ｍ Ｗ＝５．１（６．０）ｍ
30,297,240 既設目地補修工 線導水 Ｌ＝２３５ｍ
防錆対策工 湿潤面防食塗装工 Ａ＝３３０ｍ２ 止水
シール工 Ｌ＝２６８ｍ

交通ピーク時を避けた施工を余儀なくされ、作業時間が制限
３回目
されたため、諸経費を変更したい。
現地調査の結果、目地補修工や塗装工を変更したい。

平成26年3月20日

生田橋 L＝22．2m、W＝5．1（6．1）m
Ａ１、Ａ２橋台
落橋防止構造 Ｎ＝一式
18,165,000
変位制限構造 Ｎ＝一式
Ｐ１橋脚
落橋防止構造 Ｎ＝一式
変位制限構造 Ｎ＝一式

－

（当初）

平成26年8月21日

生田橋 L＝22．2m、W＝5．1（6．1）m
Ａ１、Ａ２橋台
落橋防止構造 Ｎ＝一式
18,684,000
変位制限構造 Ｎ＝一式
Ｐ１橋脚
落橋防止構造 Ｎ＝一式
変位制限構造 Ｎ＝一式

（１）ウ 関係法令の改正に基づくため（消費税）

１回目

既設橋台を計測したところ設計図書との差異があったため、 ２回目
再設計を行い、工事を実施したい。。

工維第26- 公共 道路災害防除施 主要地方道 名古屋多
A213-2他 設費（交付金事業分） 治見線 多治見市市之 土木一式
号
他 工事
倉町 地内

（株）吉川組

岐阜県多治見市明和
町２－５０

平成26年2月18日

多治見土木事務所

公共 橋りょう補修費
一般県道 武並土岐多
工維第26多治見土木事務所
（交付金事業分）他 工 治見線 多治見市生田 土木一式
A22-6他号
事
町 地内

（株）藤本組

岐阜県多治見市小田
町５－１

平成26年3月19日

平成26年2月18日

平成26年2月18日

多治見土木事務所

平成26年8月11日

平成26年2月18日

平成26年8月21日

生田橋 L＝22．2m、W＝5．1（6．1）m
Ａ１、Ａ２橋台
落橋防止構造 Ｎ＝一式
16,477,560
変位制限構造 Ｎ＝一式
Ｐ１橋脚
落橋防止構造 Ｎ＝一式
変位制限構造 Ｎ＝一式

多治見土木事務所

平成26年2月18日

平成26年2月18日

平成26年3月20日

16,485,000

上滝呂橋 Ｌ＝３３．０ｍ Ｗ＝７．０（１０．３）ｍ
車両用防護柵工 Ｌ＝６５．８ｍ
高欄工
Ｌ＝６５．９ｍ

－

（当初）

平成26年3月19日

平成26年2月18日

平成26年6月30日

16,956,000

上滝呂橋 Ｌ＝３３．０ｍ Ｗ＝７．０（１０．３）ｍ
車両用防護柵工 Ｌ＝６５．８ｍ
高欄工
Ｌ＝６５．９ｍ

（１）ウ 関係法令の改正に基づくため（消費税）

１回目

多治見土木事務所

平成26年6月19日

平成26年2月18日

平成26年6月30日

18,113,760

上滝呂橋 Ｌ＝３３．０ｍ Ｗ＝７．０（１０．３）ｍ
車両用防護柵工 Ｌ＝６３．２ｍ
高欄工
Ｌ＝６５．９ｍ

伸縮装置撤去設置について、既設の切断は機能低下を招く ２回目
ため、既設施工目地までの範囲を増工したい。

多治見土木事務所

平成26年2月18日

平成26年2月18日

平成26年3月20日

14,175,000

大原橋 L＝25．0ｍ W＝6．5（11．1）m
橋脚摩耗対策工 A＝73m2
斧研橋 舗装工 A＝600m2

－

（当初）

平成26年3月19日

平成26年2月18日

平成26年6月30日

14,580,000

大原橋 L＝25．0ｍ W＝6．5（11．1）m
橋脚摩耗対策工 A＝73m2
斧研橋 舗装工 A＝600m2

（１）ウ 関係法令の改正に基づくため（消費税）

１回目

多治見土木事務所

平成26年6月19日

平成26年2月18日

平成26年6月30日

15,583,320

大原橋 L＝25．0ｍ W＝6．5（11．1）m
橋脚摩耗対策工 A＝72m2
斧研橋 舗装工 A＝362m2

公安委員会との現地立会いによる再協議の結果、交差点内 ２回目
のカラー舗装による安全対策について変更したい。

多治見土木事務所

平成26年2月25日

平成26年2月25日

平成26年3月20日

14,280,000

落石対策工 L＝287．6ｍ W＝6．0（9．0）ｍ
落石防護柵設置工 L＝13．6m 堆積土砂除去工 V＝
－
30m3 植生基材吹付工 A＝120m2
落石防護柵補修工 L＝244m

（当初）

平成26年3月19日

平成26年2月25日

平成26年8月23日

14,870,520

落石対策工 L＝287．6ｍ W＝6．0（9．0）ｍ
落石防護柵設置工 L＝13．6m 堆積土砂除去工 V＝
（１）ウ 関係法令の改正に基づくため（消費税）
30m3 植生基材吹付工 A＝120m2
落石防護柵補修工 L＝244m

１回目

工維単第

県単 道路維持修繕費 主要地方道 豊田多治

多治見土木事務所 安修-7-12 （暮らしの安全・安心確 見線 多治見市滝呂町 と土コ

号

工維単第
多治見土木事務所 橋修-7-3

他号

保対策費）工事

県単 橋りょう維持修繕 一般県道 武並土岐多
指定修繕費（一般）他 治見線 多治見市前畑 土木一式
工事
町 地内

工維第26- 公共 道路災害防除施
多治見土木事務所 A139-8 他 設費（交付金事業分）

号

他

井戸建設（株）

地内

一般県道 下石笠原市
之倉線他 多治見市笠 土木一式
原町他 地内

丸栄工業（株）

松本建設（株）

岐阜県多治見市昭和
町３２－４

岐阜県多治見市池田
町１－４８

岐阜県多治見市笠原
町１９１９ー６
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発注機関

工維第26- 公共 道路災害防除施
A139-8 他 設費（交付金事業分）
工事_委託_ 他
号
工事_業務_名
番号

一般県道 下石笠原市
岐阜県多治見市笠原
之倉線他 多治見市笠 土木一式 松本建設（株）
工事_業務_ 契約の相手方の商号 町１９１９ー６
原町他施工場所
地内
契約の相手方の住所
種別
又は名称

契約締結日
（変更契約締結日）

平成26年9月2日

多治見土木事務所

施工_履行_期間_自

施工_履行_期間_至

平成26年2月25日

平成26年9月6日

契約金額_円

工事_業務_概要

変更理由

変更回次

落石対策工 L＝170．0ｍ W＝6．0（9．0）ｍ
15,701,040 落石防護柵設置工 L＝23．0m 堆積土砂除去工 V＝ 地下埋設物が支障となったため、工法を変更したい。
13m3
落石防護柵補修工 L＝147m

２回目

－

（当初）

平成26年3月25日

平成26年3月25日

平成26年9月30日

施工延長 L＝153m W＝5.5(8.0)m
排水施設工 自由勾配側溝工
L＝123ｍ
A＝104ｍ2
14,796,000 舗装工 排水性舗装
歩道舗装
A＝233ｍ2
安全施設工 歩車境フ゛ロック工 L＝152ｍ
防護柵工 カ゛ート゛ハ゜イフ゜ L＝123ｍ

多治見土木事務所

平成26年9月2日

平成26年3月25日

平成26年9月30日

16,167,600

施工延長 L＝153m W＝5.5(8.0)m
排水施設工 自由勾配側溝工
L＝122ｍ
舗装工 排水性舗装
A＝216ｍ2
歩道舗装
A＝223ｍ2
安全施設工 歩車境フ゛ロック工 L＝145ｍ
防護柵工 カ゛ート゛ハ゜イフ゜ L＝ 68ｍ

公安委員会及び工区に隣接する土岐津小学校との協議に
より交通誘導員を増工したい。

１回目

多治見土木事務所

平成26年3月18日

平成26年3月18日

平成26年6月15日

14,688,000

施工延長 Ｌ＝３５ｍ
多自然護岸工 Ｌ＝３５ｍ、Ａ＝２４０ｍ２
仮設工 Ｎ＝１式

－

（当初）

平成26年3月20日

平成26年3月18日

平成26年6月15日

15,000,120

施工延長 Ｌ＝３５ｍ
多自然護岸工 Ｌ＝３５ｍ、Ａ＝２４０ｍ２
仮設工 Ｎ＝１式

・安全対策として交通整理員を計上したいため。【要領第４
（１）エ】

１回目

多治見土木事務所

平成26年6月2日

平成26年3月18日

平成26年6月15日

16,494,840

施工延長 Ｌ＝４０ｍ
多自然護岸工 Ｌ＝４０ｍ、Ａ＝２８９ｍ２
仮設工 Ｎ＝１式

先行工事との間の未施工区間について増工し、本工区間を ２回目
完了したい。【要領第４（１）カ】

多治見土木事務所

平成26年3月25日

平成26年3月25日

平成27年3月20日

65,556,000

施工延長
盛土工
護岸工
ｍ２
仮設工

Ｌ＝３４６ｍ
Ｌ＝１６１ｍ Ｖ＝６９０ｍ３
Ｌ＝２１０ｍ ＳＬ＝４．９～６．３ｍ Ａ＝１，１７０ －

施工延長
盛土工
護岸工
ｍ２
仮設工

Ｌ＝３００ｍ
Ｌ＝１００ｍ Ｖ＝９００ｍ３
Ｌ＝１７６ｍ ＳＬ＝４．６４～６．２３ｍ Ａ＝９９３ 伐採処分費を現状に合わせて変更したい。【第４（２）ク】

多治見土木事務所

工維第26公共 交通安全施設等 一般県道 武並土岐多
A448、工維
整備事業費（国補正
治見線 土岐市土岐津 土木一式
単第現構
分）（翌債）他 工事
町土岐口 地内
暮6号

工第公河１
多治見土木事務所 １、河修工

５号

庄内川水系 庄内川（土
公共 広域河川改修（翌
岐川） 瑞浪市松ヶ瀬町 土木一式
債）工事
地内

庄内川水系 庄内川（土
工第公河１ 公共 広域河川改修（翌
岐川） 瑞浪市土岐町 土木一式
１－２号
債）工事
地内

舘林建設（株）

（株）柴田土木

木村建材（株）

岐阜県土岐市土岐津
町土岐口１９５６

岐阜県瑞浪市西小田
町１－２０３

岐阜県瑞浪市小田町２
１９９－１
平成27年2月16日

多治見土木事務所

平成26年3月18日

多治見土木事務所

公共 地すべり防止施
工第２５災
設災害復旧事業（債
８７号
務）工事

小里地すべり防止区域
瑞浪市稲津町小里 地 土木一式
内

瑞明建設（有）

平成26年10月30日

平成26年3月25日

多治見土木事務所

多治見土木事務所

主要地方道 土岐可児
線土岐市 泉町 久尻

土木一式

小島土木（株）

平成26年3月18日

平成27年3月20日

平成26年3月18日

平成26年3月25日

平成26年3月25日
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１回目

Ｎ＝１式

平成26年12月2日

平成26年12月2日

復旧延長 Ｌ＝９３．７ｍ Ｗ＝１０．０ｍ
盛土工 Ｖ＝１，４６０ｍ３ 崩土除去工 Ｖ＝２６０ｍ３
縦排水路工（１）Ｌ＝２１．４ｍ 縦排水路工（２）Ｌ＝６１．
０ｍ
・仮設道路の設置位置について地元調整結果を踏まえ変更 ２回目
28,590,840 地下排水工（１）Ｌ＝３８．０ｍ
したい【要領第４（１）オ】
集水桝工 Ｎ＝６ヶ所
コルゲートフリューム撤去 Ｌ＝８３．２ｍ コンクリート構
造物撤去 Ｖ＝１２ｍ３
仮設道路工 Ｎ＝１式

平成27年3月20日

道路改良工 （登坂車線設置工事）二期工事（土工まで）
施工延長L＝348m W＝6．0ｍ（9．75ｍ）
切土工 V＝23，270m3
盛土工 V＝80m3
79,812,000
排水設備工 集水桝工 N＝5基 小段排水工 L＝
130ｍ
構造物撤去工 N＝１式
支障移転工 N＝１式

－

平成27年3月20日

道路改良工 （登坂車線設置工事）二期工事（土工まで）
施工延長L＝375m W＝6．0ｍ（9．75ｍ）
切土工 V＝22，770m3
盛土工 V＝0m3
84,115,800
排水設備工 集水桝工 N＝4基 小段排水工 L＝
136ｍ
構造物撤去工 N＝１式
支障移転工 N＝１式

【（２）発注時に確認が困難な要因によるもの、 オ 建設発
生土の処理方法の変更による場合】
１回目
発生土処分先を土岐市と調整ができたため、土砂搬出先を
変更したい。

岐阜県土岐市土岐津
町土岐口１８０８－１

平成27年3月3日

70,000,200

復旧延長 Ｌ＝８９．７ｍ Ｗ＝１０．０ｍ
盛土工 Ｖ＝１，２７０ｍ３ 崩土除去工 Ｖ＝１５０ｍ３
縦排水路工（１）Ｌ＝２３．７ｍ 縦排水路工（２）Ｌ＝５８．
５ｍ
30,510,000 地下排水工（１）Ｌ＝３８．０ｍ
－
集水桝工 Ｎ＝６ヶ所
コルゲートフリューム撤去 Ｌ＝８３．２ｍ コンクリート構
造物撤去 Ｖ＝７ｍ３
仮設道路工 Ｎ＝１式

岐阜県瑞浪市薬師町５
－６

多治見土木事務所

公共 社会資本整備総
工建第H18 合交付金（道路改築）
－A9-1号 緊急経済対策分（翌
債）工事

平成26年3月25日

（当初）

Ｎ＝１式

（当初）

（当初）

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

契約締結日
（変更契約締結日）

平成26年3月25日

多治見土木事務所

公共 社会資本整備総
工建第H1- 合交付金（道路改築）
A137-1号 緊急経済対策分（翌
債）工事

一般国道 ２４８号多治
見市 大藪町

土木一式

（株）吉川組

施工_履行_期間_自

施工_履行_期間_至

平成26年3月25日

契約金額_円

工事_業務_概要

変更理由

変更回次

平成26年10月15日

国道248号 大針拡幅（2期線） ４工区
施工延長 L＝280m 幅員 W＝7．0m［14．0（26．0）m］
施工範囲 No，370～No，384
土工
機械掘削 V＝7，400m3、路体盛土 V＝3，
600m3、路床盛土 V＝2，140m3
66,312,000 車道舗装工 基層工（再生粗粒度As）
A＝2，
340m2（No，370～）
上層路盤工（再生瀝青安定処理） A＝2，
340m2（ 〃 ）
下層路盤工（再生砕石RC－40）
A＝1，
980m2（No，372～）

－

国道248号 大針拡幅（2期線） ４工区
施工延長 L＝320m 幅員 W＝7．0m［14．0（26．0）m］
施工範囲 No.370～No.386
土工
機械掘削 V＝8，300m3、路体盛土 V＝4，
000m3、路床盛土 V＝1，100m3
69,999,120 車道舗装工 基層工（再生粗粒度As）
A＝1，
750m2（No.370～No.380）
上層路盤工（再生瀝青安定処理） A＝1，
750m2（ 〃 ）
下層路盤工（再生砕石RC－40）
A＝1，
400m2（No.372～No.380）

【（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
起工測量結果に基づき、施工範囲及び掘削工・舗装工等の
数量を変更したい。

岐阜県多治見市明和
町２－５０

（当初）

多治見土木事務所

平成26年10月1日

平成26年3月25日

平成26年10月15日

多治見土木事務所

平成26年3月25日

平成26年3月25日

平成27年3月19日

34,344,000

生田橋 L＝22．2m、W＝5．5（6．1）m
P1橋脚
橋脚補強工 N＝ 一式

－

（当初）

平成26年12月18日

平成26年3月25日

平成27年3月19日

29,557,440

生田橋 L＝22．2m、W＝5．5（6．1）m
P1橋脚
橋脚補強工 N＝ 一式

既設橋脚の根入れを試掘し確認した結果により、河川協議
の施工条件が変更となったため。

１回目

平成27年3月17日

平成26年3月25日

平成27年3月30日

28,878,120

生田橋 L＝22．2m、W＝5．5（6．1）m
P1橋脚
橋脚補強工 N＝ 一式

既設橋脚の根入れを確認し橋脚耐震補強工を再検討した
結果により工法を変更したい。

３回目

多治見土木事務所

多治見土木事務所

工維第26- 公共 橋りょう補修費
A22-8号
（国補正分）（翌債）

一般県道 武並土岐多
治見線 多治見市生田 土木一式
町 地内

（株）藤本組

岐阜県多治見市小田
町５－１
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