【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）

公共 地域自主戦略交
第２－Ｂ２－Ｋ
木曽川水系 飯田川
付金（基盤創造交付
土木一式工事 （株）小栗建設
－１号
加茂郡 川辺町 下飯田
金）

第Ｈ２３災１７３
公共 河川災害復旧
号

木曽川水系 廿屋川
美濃加茂市 三和町
廿屋 地内

公共 地域自主戦略交
第Ｋ河公地１・
木曽川水系 深渡川
付金（地域自立・活性
Ｋ河単改５０－
美濃加茂市下米田町
化）・県単河川局部改
１号
西脇 地内
良

土木一式工事 （株）大貴

土木一式工事 （株）友進道路

岐阜県加茂郡川辺町
比久見１５８９

発注機関：可茂事務所
施工（履行）期間

契約金額（円）

変更理由

変更回次

-

（当初）

平成23年 9月 9日

平成23年 9月 9日 ～
平成24年 3月 6日

施工延長 Ｌ＝１２０．０ｍ
護岸工 練石積工（右岸）Ｌ＝８８．３ｍ Ａ＝３１６ｍ２
（左岸）Ｌ＝２１．０ｍ Ａ＝７７ｍ２
28,770,000
カゴマット工（左岸）Ｌ＝３８．５ｍ Ａ＝１３５ｍ２
階段工 Ｎ＝１式

平成24年 3月23日

平成23年 9月 9日 ～
平成24年 5月30日

30,805,950

施工延長 Ｌ＝１２０．０ｍ
護岸工 練石積工（右岸）Ｌ＝８８．３ｍ Ａ＝３１６ｍ２
（左岸）Ｌ＝１６．７ｍ Ａ＝６３ｍ２
カゴマット工（左岸）Ｌ＝３８．５ｍ Ａ＝１３５ｍ２
階段工 Ｎ＝１式

町道舗装工の実施、工期の延期

３回目

平成24年 6月29日

平成23年 9月 9日 ～
平成24年 7月20日

31,634,400

施工延長 Ｌ＝１２５．３ｍ
護岸工 練石積工（右岸）Ｌ＝８４．７ｍ Ａ＝３０３ｍ２
（左岸）Ｌ＝１６．７ｍ Ａ＝６０ｍ２
カゴマット工（左岸）Ｌ＝３８．５ｍ Ａ＝１３５ｍ２
階段工 Ｎ＝１式

近接工事による諸経費の合算、擦り付け部分の仮
設工の増工

６回目

平成23年11月 7日

平成23年11月 7日
～ 平成24年 3月15
日

復旧延長 L＝69．7ｍ（右岸6．3m 左岸69．7m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） L＝75．7m SL＝
3．0～4．0m A＝233m2
12,600,000
小口止工 N＝1箇所
舗装工
A＝9m2
大型土のう工 N＝12袋 締切排水工 N＝1箇所
掛樋工 L＝90m 工事用道路工（W＝4．0m） N＝1式

-

（当初）

平成24年 5月 1日

平成23年11月 7日
～ 平成24年 5月10
日

復旧延長 L＝69．7ｍ（右岸6．3m 左岸69．7m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） L＝76．7m SL＝
3．0～4．0m A＝237m2
12,737,550
小口止工 N＝1箇所
舗装工
A＝9m2
大型土のう工 N＝12袋 締切排水工 N＝1箇所
掛樋工 L＝90m 工事用道路工（W＝4．0m） N＝1式

起工測量に基づき、コンクリートブロック積工の延長
を変更したい。

２回目

平成23年12月 9日

平成23年12月 9日
～ 平成24年 3月20
日

施工延長 Ｌ＝１６．７ｍ（右岸Ｌ＝１３．７ｍ 左岸Ｌ＝１６．７ｍ）
護岸工 大型ブロック積工
（右岸）Ｌ＝１３．７ｍ Ａ＝８０ｍ２ ＳＬ＝５．９ｍ～６．１ｍ
42,924,000
（左岸）Ｌ＝１６．７ｍ Ａ＝１１２ｍ２ ＳＬ＝６．１ｍ
護床工 根固めブロック（１．０ｔ）Ｎ＝５個
防護柵工 ガードレール工Ｌ＝１４．０ｍ
仮設工 Ｎ＝１式

-

（当初）

平成24年 3月16日

平成23年12月 9日
～ 平成24年 7月31
日

施工延長 Ｌ＝１７．６ｍ（右岸Ｌ＝１７．６ｍ 左岸Ｌ＝１７．６ｍ）
護岸工 大型ブロック積工
（右岸）Ｌ＝１７．６ｍ Ａ＝９０ｍ２ ＳＬ＝５．９ｍ～６．１ｍ
52,271,100
（左岸）Ｌ＝１７．６ｍ Ａ＝１２０ｍ２ ＳＬ＝６．１ｍ
護床工 根固めブロック（１．０ｔ）Ｎ＝５個
防護柵工 ガードレール工Ｌ＝１４．０ｍ
仮設工 Ｎ＝１式

平成24年 6月26日

平成23年12月 9日
～ 平成24年 7月31
日

施工延長 Ｌ＝１７．６ｍ（右岸Ｌ＝１７．６ｍ 左岸Ｌ＝１７．６ｍ）
護岸工 大型ブロック積工
（右岸）Ｌ＝１７．６ｍ Ａ＝１０４ｍ２ ＳＬ＝５．９ｍ～６．１ｍ
47,788,650
（左岸）Ｌ＝１７．６ｍ Ａ＝１２０ｍ２ ＳＬ＝６．１ｍ
護床工 根固めブロック（１．０ｔ）Ｎ＝５個
防護柵工 ガードレール工Ｌ＝１４．０ｍ
仮設工 Ｎ＝１式

岐阜県美濃加茂市西
町
７丁目１７６番地

岐阜県美濃加茂市山
之上町１３８４

工事（業務）概要
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地元配慮に伴う施工範囲の延長

仮設の変更

２回目

３回目

【公表様式】
工事（委託）
番号

第道改－１２
号

工事（業務）名

県単 道路新設改良

工事（業務）
種別

施工場所

一般国道 ２５６号 加
ほ装工事
茂郡 白川町 上佐見

木曽川水系 津保川
第Ｈ２３災２４９ 公共 河川災害復旧事
加茂郡 富加町 滝田
号
業（債務）
地内

木曽川水系 柿反川
第Ｈ２３災４８２ 公共 河川災害復旧事
加茂郡 白川町 黒川
号
業（債務）
２

第Ｈ２３災４５６ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 姫川
号
業（債務）
児市 下切１

可

契約の相手方の
商号又は名称

（株）ニシノ

土木一式工事 （株）半布里産業

土木一式工事 （株）林建設

土木一式工事 吉田建設（株）

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

施工（履行）期間

契約金額（円）

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

-

（当初）

平成23年12月 5日

平成23年12月 5日
～ 平成24年 3月19
日

施工延長 L＝303m W＝5．5（9．25）m
舗装工 車道舗装 表層（As舗装 t＝50mm） A＝1980m2
上層路盤（M－30 t＝100mm） A＝1980m2
歩道舗装 表層（As舗装 t＝30mm） A＝507m2
13,335,000
路盤（RC－30 t＝100mm） A＝518m2
排水工 PU2－300×300 L＝63ｍ
付属施設工 歩車道境界ブロック L＝63ｍ

平成24年 7月17日

平成23年12月 5日
～ 平成24年 7月31
日

施工延長 L＝303m W＝5．5（9．25）m
舗装工 車道舗装 表層（As舗装 t＝50mm） A＝1980m2
上層路盤（M－30 t＝100mm） A＝1980m2
歩道舗装 表層（As舗装 t＝30mm） A＝507m2
16,638,300
路盤（RC－30 t＝100mm） A＝518m2
排水工 PU2－300×300 L＝90ｍ PU3－300×300 L＝78ｍ
付属施設工 歩車道境界ブロック L＝288ｍ

平成24年 1月23日

平成24年 1月23日
～ 平成24年 6月20
日

復旧延長Ｌ＝３９．８ｍ（左岸Ｌ＝３９．８ｍ）
コンクリートブロック張工（植生に配慮）
Ｌ＝２１．９ｍ ＳＬ＝４．７～１０．８ｍ Ａ＝２０５ｍ２
22,575,000 樋管工 Ｎ＝１式
根固ブロック（２ｔ） Ｎ＝７５個
工事用道路工（Ｗ＝４．０ｍ） Ｌ＝９４．４ｍ
締切排水工 Ｎ＝１箇所

-

（当初）

平成24年 6月 6日

平成24年 1月23日
～ 平成24年 6月20
日

復旧延長Ｌ＝３９．８ｍ（左岸Ｌ＝３９．８ｍ）
コンクリートブロック張工（植生に配慮）
Ｌ＝２２．４ｍ ＳＬ＝４．７～１０．８ｍ Ａ＝２０５ｍ２
23,576,700 樋管工 Ｎ＝１式
根固ブロック（２ｔ） Ｎ＝７５個
工事用道路工（Ｗ＝４．０ｍ） Ｌ＝９４．４ｍ
締切排水工 Ｎ＝１箇所

工事用道路残土について、根固ブロックの間詰等へ
流用したい。

１回目

平成24年 1月30日

平成24年 1月30日
～ 平成24年 5月13
日

復旧延長 Ｌ＝２８．３ｍ（右岸Ｌ＝２８．３ｍ）
根継工
Ｌ＝２８．３ｍ Ｈ＝１．９～２．３ｍ Ｖ＝２９ｍ３
根固工（０．５ｔ）
Ｎ＝７個
6,930,000
工事用道路（Ｗ＝３．０ｍ） Ｌ＝３２ｍ
締切排水工
Ｎ＝２箇所
大型土のう工
Ｎ＝１０８袋

-

（当初）

平成24年 4月10日

平成24年 1月30日
～ 平成24年 5月13
日

復旧延長 Ｌ＝２８．３ｍ（右岸Ｌ＝２８．３ｍ）
根継工
Ｌ＝２８．３ｍ Ｈ＝１．９～２．３ｍ Ｖ＝２９ｍ３
根固工（０．５ｔ）
Ｎ＝７個
7,028,700
工事用道路（Ｗ＝３．０ｍ） Ｌ＝３２ｍ
締切排水工
Ｎ＝２箇所
大型土のう工
Ｎ＝１０８袋

平成24年 1月30日

平成24年 1月30日
～ 平成24年 5月18
日

復旧延長 Ｌ＝５８．０ｍ（右岸Ｌ＝４３．０ｍ 左岸Ｌ＝３５．０ｍ）
根継工（一法型） Ｌ＝７８．０ｍ Ｈ＝１．３～１．９ｍ Ｖ＝
６５ｍ３
8,061,900 工事用道路（Ｗ＝４．０ｍ） Ｌ＝８２ｍ
掛樋工（φ ６００） Ｌ＝１２８ｍ
締切排水工
Ｎ＝１箇所
大型土のう工
Ｎ＝３０袋

平成24年 4月25日

平成24年 1月30日
～ 平成24年 5月18
日

復旧延長 Ｌ＝５８．０ｍ（右岸Ｌ＝４３．０ｍ 左岸Ｌ＝３５．０ｍ）
根継工（一法型） Ｌ＝７８．０ｍ Ｈ＝１．３～１．９ｍ Ｖ＝
６５ｍ３
7,936,950 工事用道路（Ｗ＝４．０ｍ） Ｌ＝８２ｍ
掛樋工（φ ６００） Ｌ＝１２８ｍ
締切排水工
Ｎ＝１箇所
大型土のう工
Ｎ＝３０袋

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東５７３９

岐阜県加茂郡富加町
羽生５０２－１

本施工延長を一括で二車線供用するために、排水
工及び歩車道境界ブロックを増工したい。

３回目

岐阜県加茂郡白川町
黒川４９４

岐阜県可児市今渡
１８５２
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根継工施工箇所に、既設構造物が確認されたた
め、コンクリート処理施設に搬出したい。

-

残土処理地について、変更したい。

１回目

（当初）

１回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 1月30日

第Ｈ２３災２５４ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 比衣川
号
業（債務）
可児郡 御嵩町 伏見

土木一式工事 （株）國本起業

平成24年 1月30日

土木一式工事 （株）立保土木

平成24年 1月30日

木曽川水系 白川 加
公共 河川災害復旧事
茂郡 白川町 和泉４・ 土木一式工事 大脇建設（株）
業（債務）
中川

工事（業務）概要

平成24年 1月30日
～ 平成24年 6月 7日

復旧延長 Ｌ＝５７．２ｍ（右岸Ｌ＝５７．２ｍ 左岸Ｌ＝１３．６ｍ）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）Ｌ＝５７．２ｍ
ＳＬ＝０～３．６ｍ Ａ＝１７４ｍ２
ふとんかご
Ｎ＝１枚
12,201,000
工事用道路工（Ｗ＝３．５ｍ） Ｌ＝８０ｍ
掛樋工（φ ８００） Ｌ＝９０ｍ
締切排水工 Ｎ＝１箇所
大型土のう工 Ｎ＝６袋

平成24年 1月30日
～ 平成24年 6月 7日

復旧延長 Ｌ＝５７．２ｍ（右岸Ｌ＝５７．２ｍ 左岸Ｌ＝１３．６ｍ）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）Ｌ＝５７．２ｍ
ＳＬ＝０～３．６ｍ Ａ＝１７４ｍ２
ふとんかご
Ｎ＝１枚
12,400,500
工事用道路工（Ｗ＝３．５ｍ） Ｌ＝８０ｍ
掛樋工（φ ８００） Ｌ＝９０ｍ
締切排水工 Ｎ＝１箇所
大型土のう工 Ｎ＝６袋

平成24年 1月30日
～ 平成24年 8月 1日

306号 復旧延長 L=43.0m 練石積工 L=42.4m SL=7.6m
A=320m2
307号 復旧延長 L=25.0m 練石積工 L=24.4m SL=6.7m
A=164m2
308号 復旧延長 L=36.0m 根継工(腰掛型)L=36.0m H=
43,575,000
2.2～3.1mV=54m3
334号 復旧延長 L=29.0m 練石積工 L＝28.4m SL=0.6～
5.3m A=58m2
335号 復旧延長 L=49.0m ブロック積工 L=46.6m A=185m2
336号 復旧延長 L=10.0m 練石積工 L＝9.4m SL=4.9m
A=46m2

平成24年 1月30日
～ 平成25年 1月31
日

306号 復旧延長 L=43.0m 練石積工 L=42.4m SL=7.0m
A=295m2
307号 復旧延長 L=25.0m 練石積工 L=24.4m SL=6.2m
A=150m2
308号 復旧延長 L=36.0m 根継工(腰掛型)L=36.0m H=
2.2～3.1mV=54m3
43,416,450
334号 復旧延長 L=29.0m 練石積工 L＝28.4m SL=0.6～
5.3m A=58m2
335号 復旧延長 L=47.5m ブロック積工
L=45.0m SL=3.9～4.5m A=179m2
336号 復旧延長 L=10.0m 練石積工 L＝9.4m SL=4.9m
A=46m2

平成24年 1月30日
～ 平成24年 7月22
日

（445号 和泉４） 復旧延長 L＝48．0m （右岸 L＝48．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） L＝47．7m SL＝
4．8～5．1m A＝236m2
小口止工 N＝1箇所 工事用道路 L＝66m
29,190,000 大型土のう工 N＝2袋 掛樋工（φ 1000） L＝9m
（449号 中川） 復旧延長 L＝31．5m （右岸L＝31．5m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） L＝31．5m SL＝
6．9～7．9m A＝234m2
工事用道路 L＝59m 大型土のう工 N＝93袋

平成24年 1月30日
～ 平成24年 7月22
日

（445号 和泉４） 復旧延長 L＝48．0m （右岸 L＝48．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） L＝47．7m SL＝
4．8～5．1m A＝236m2
小口止工 N＝1箇所 工事用道路 L＝66m
29,301,300 大型土のう工 N＝2袋 掛樋工（φ 1000） L＝9m
（449号 中川） 復旧延長 L＝31．5m （右岸L＝31．5m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） L＝30．5m SL＝
6．9～7．9m A＝234m2
工事用道路 L＝59m 大型土のう工 N＝93袋

変更理由

変更回次

-

（当初）

残土処理地を調整結果に基づき変更したい。

-

１回目

（当初）

岐阜県加茂郡東白川
村越原１３５１番地

平成25年 1月15日

第Ｈ２３災４４
５・４４９号

契約金額（円）

岐阜県可児郡御嵩町
古屋敷５４３番地１

平成24年 5月17日

木曽川水系 白川 大
第Ｈ２３災３０ 公共 河川災害復旧事
明神川 加茂郡 東
６・３３４他４号 業（債務）
白川村 越原

施工（履行）期間

推定岩盤線の変更による

-

３回目

（当初）

岐阜県加茂郡白川町
河岐５０２番地の１

平成24年 7月 5日
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残土処分地の変更。

１回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月 6日

第Ｈ２３災３１
３，４５０号

木曽川水系 白川
公共 河川災害復旧事
加茂郡 東白川村 五
業（債務）
加

土木一式工事 丸登建設（株）

平成24年 2月 6日

平成24年 2月 6日

土木一式工事 （株）平和興業

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 8月 8日

（３１３号）復旧延長 Ｌ＝５７．０ｍ（右岸Ｌ＝５７．０ｍ）
練石積工 Ｌ＝５５．３ｍ ＳＬ＝７．４ｍ Ａ＝４０８ｍ2
小口止 Ｎ＝２基 縦溝工 Ｎ＝１基 すりつけ工 Ａ＝２２ｍ2
46,515,000 （４５０号）復旧延長 Ｌ＝５５．６ｍ（右岸Ｌ＝５５．６ｍ）
練石積工 Ｌ＝２０．８ｍ ＳＬ＝５．４～７．８ｍ Ａ＝１４８ｍ2
根継工（腰掛型） Ｌ＝２８．０ｍ Ｈ＝３．７ｍ Ｖ＝５８ｍ3
大型ブロック積工 Ｌ＝８．０ｍ ＳＬ＝７．８ｍ Ａ＝６３ｍ2

平成24年 2月 6日 ～
平成25年 2月 8日

（３１３号）復旧延長 Ｌ＝５７．０ｍ（右岸Ｌ＝５７．０ｍ）
練石積工 Ｌ＝５５．３ｍ ＳＬ＝７．８ｍ Ａ＝４３３ｍ2
小口止 Ｎ＝２基 縦溝工 Ｎ＝１基 すりつけ工 Ａ＝１８ｍ2
47,792,850 （４５０号）復旧延長 Ｌ＝５５．６ｍ（右岸Ｌ＝５５．６ｍ）
練石積工 Ｌ＝２０．８ｍ ＳＬ＝５．４～７．８ｍ Ａ＝１４９ｍ2
根継工（腰掛型） Ｌ＝２８．０ｍ Ｈ＝３．７ｍ Ｖ＝５８ｍ3
大型ブロック積工 Ｌ＝８．０ｍ ＳＬ＝７．８ｍ Ａ＝６３ｍ2

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 7月 4日

（304号）復旧延長 L＝9．0ｍ（左岸 L＝9．0ｍ）
練石積工 L＝8．4ｍ SL＝5．1ｍ A＝43m2
小口止 N＝2基
（305号）復旧延長 L＝51．0ｍ（左岸 L＝51．0ｍ）
練石積工 L＝49．2ｍ SL＝0．3～3．8ｍ A＝122m2
22,930,950
小口止 N＝6基
（314号）復旧延長 L＝41．0ｍ（右岸 L＝41．0ｍ）
練石積工 L＝39．8ｍ SL＝5．4～7．0ｍ A＝254m2
小口止 N＝1基

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 7月 4日

（304号）復旧延長 L＝9．0ｍ（左岸 L＝9．0ｍ）
練石積工 L＝8．4ｍ SL＝5．1ｍ A＝43m2
小口止 N＝2基
（305号）復旧延長 L＝51．0ｍ（左岸 L＝51．0ｍ）
練石積工 L＝49．2ｍ SL＝0．3～3．8ｍ
23,747,850
A＝114m2 小口止 N＝6基
（314号）復旧延長 L＝41．0ｍ（右岸 L＝41．0ｍ）
練石積工 L＝39．8ｍ SL＝5．8～7．4ｍ
A＝276m2 小口止 N＝1基

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 6月24日

復旧延長 L＝107．9m （右岸L＝92．2m 左岸L＝30．9m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝91．0m SL＝2．6～3．6m A＝277m2
16,923,900 左岸 L＝28．5m SL＝2．8～4．4m A＝95m2
小口止工 N＝12箇所
すり付け工（練石積） A＝34m2
工事用道路（W＝3．0m） L＝220m

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 6月24日

復旧延長 L＝107．9m （右岸L＝92．2m 左岸L＝30．9m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝92．8m SL＝2．6～3．6m A＝281m2
17,218,950 左岸 L＝28．5m SL＝2．8～4．4m A＝90m2
小口止工 N＝12箇所
すり付け工（練石積） A＝32m2
工事用道路（W＝3．0m） L＝220m

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 5月25日

復旧延長 L＝26．0m （右岸L＝26．0m 左岸L＝14．5m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝14．0m SL＝3．9～4．7m A＝64m2
7,266,000 左岸 L＝4．7m SL＝4．0m A＝19m2
根継工（一法型） 右岸L＝4．7m H＝1．3m V＝3m3
工事用道路（W＝3．0m） L＝77m
掛樋工（φ 900） L＝32m

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 5月25日

復旧延長 L＝26．0m （右岸L＝26．0m 左岸L＝14．5m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝13．2m SL＝4．2～5．0m A＝62m2
6,591,900 左岸 L＝4．7m SL＝4．0m A＝19m2
根継工（一法型） 右岸L＝4．7m H＝1．3m V＝3m3
工事用道路（W＝3．0m） L＝77m
掛樋工（φ 900） L＝32m

岐阜県可児郡御嵩町
上恵土１８５－５

平成24年 6月15日

平成24年 2月 6日

木曽川水系 河原小屋
第Ｈ２３災５２１ 公共 砂防設備災害復
谷川 加茂郡 白川町 土木一式工事 （株）林建設
号
旧事業（債務）
三川

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

-

（当初）

推定岩盤線の変更による

４回目

-

（当初）

東白川村との協議により残土処理場を変更したい。

１回目

-

（当初）

岐阜県加茂郡東白川
村神土４５４８番地の５

平成24年 6月20日

木曽川水系 大久後川
第Ｈ２３災５１７ 公共 砂防設備災害復
可児郡 御嵩町 大久
号
旧事業（債務）
後

契約金額（円）

岐阜県加茂郡東白川
村神土２６６７－１

平成25年 1月21日

第Ｈ２３災３０
木曽川水系 白川・西洞
公共 河川災害復旧事
４，３０５，３１４
川
加茂郡 東白川 土木一式工事 （有）新田建設
業（債務）
号
村 神土

施工（履行）期間

岐阜県加茂郡白川町
黒川４９４

平成24年 5月 7日
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残土処分地の変更

１回目

-

起工測量に基づき、施工数量を変更したい。

（当初）

１回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月 6日

木曽川水系 中郷川
第Ｈ２３災２５
公共 河川災害復旧事 可児市 久々利・羽崎
３･３３０外３箇
土木一式工事 小林工業（株）
業（債務）
３・羽崎４・羽崎５・羽崎
所号
６

土木一式工事 中部クリーン（株）

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 7月29日

253号 復旧延長 L＝16．3mコンクリートブロック張工
SL=4.5m A=73m2
330号 復旧延長 L＝48．0mコンクリートブロック張工
SL=4.9m A=234m2
331号 復旧延長 L＝77．0mコンクリートブロック張工
34,965,000
SL=5.0～5.2m A=394m2
459号 復旧延長 L＝38．2mコンクリートブロック張工
SL=4.5m A=172m2
460号 復旧延長 L＝ 7．5mコンクリートブロック張工
SL=4.5m A=34m2

平成24年 2月 6日 ～
平成24年12月25日

253号 復旧延長 L＝16．3mコンクリートブロック張工
SL=4.5m A=73m2
330号 復旧延長 L＝48．0mコンクリートブロック張工
SL=4.9m A=234m2
331号 復旧延長 L＝77．0mコンクリートブロック張工
34,731,900
SL=5.0～5.2m A=394m2
459号 復旧延長 L＝38．2mコンクリートブロック張工
SL=4.5m A=172m2
460号 復旧延長 L＝ 7．5mコンクリートブロック張工
SL=4.5m A=34m2

変更理由

変更回次

-

（当初）

残土処分地の変更。

３回目

平成24年 2月 3日 ～
平成24年 5月 7日

平成24年 2月 3日 ～
平成24年 5月 7日

施工延長 L＝11．5m（右岸 L＝11．5m）
護岸工 コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）右岸L＝
10．8m SL＝4．2m A＝43m2
植生工 張芝工 A＝10m2
3,245,550
仮設工 工事用道路（W＝3．0m） L＝28m
工事用道路（W＝4．0m） L＝35m
掛樋工（φ 600）
L＝16m

平成24年 2月 3日 ～
平成24年 2月 3日
平成24年 5月 7日

３２９号 復旧延長Ｌ＝３１．５ｍ（右岸Ｌ＝２．５ｍ 左岸Ｌ＝
２９．０ｍ）
コンクリートブロック張工（植生に配慮）
4,327,050
右岸Ｌ＝２．２ｍ ＳＬ＝５．４～５．５ｍ Ａ＝１２ｍ２
左岸Ｌ＝４．８ｍ ＳＬ＝５．１ｍ Ａ＝２５ｍ２
根継工 Ｌ＝２４．２ｍ Ｈ＝１．４ｍ Ｖ＝１９ｍ３

-

（当初）

平成24年 2月 3日 ～
平成24年 4月27日
平成24年 5月 7日

３２９号 復旧延長Ｌ＝３１．５ｍ（右岸Ｌ＝２．５ｍ 左岸Ｌ＝
２９．０ｍ）
コンクリートブロック張工（植生に配慮）
4,196,850
右岸Ｌ＝２．２ｍ ＳＬ＝５．４～５．５ｍ Ａ＝１２ｍ２
左岸Ｌ＝４．８ｍ ＳＬ＝５．１ｍ Ａ＝２５ｍ２
根継工 Ｌ＝２４．２ｍ Ｈ＝１．４ｍ Ｖ＝１９ｍ３

残土受入地を変更したい。

１回目

-

（当初）

岐阜県可児市土田
５０３６

平成24年 4月27日

第Ｈ２３災３２９ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 中郷川
号
業（債務）
可児市 羽崎２

工事（業務）概要

施工延長 L＝11．5m（右岸 L＝11．5m）
護岸工 コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
右岸L＝10．8m SL＝4．2m A＝45m2
植生工 張芝工 A＝11m2
3,517,500
仮設工 工事用道路（W＝3．0m） L＝28m
工事用道路（W＝4．0m） L＝35m
掛樋工（φ 600）
L＝16m

平成24年 2月 3日

土木一式工事 （株）山岡興業

契約金額（円）

岐阜県可児市土田
２０６０番地

平成24年12月 7日

第Ｈ２３災４５２ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 矢戸川
号
業（債務）
可児市 矢戸2

施工（履行）期間

岐阜県可児市広見
在原５１８
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起工測量の結果、施工延長を変更したい

１回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月 6日

第Ｈ２３災４８
９・４９０他号

公共 河川災害復旧事 木曽川水系 赤川 加
業（債務）
茂郡 白川町 三川

土木一式工事 丸ス産業（株）

平成24年 2月 6日

土木一式工事 丸ス産業（株）

公共 河川災害復旧事 木曽川水系 赤川 加
業（債務）
茂郡 白川町 赤河

土木一式工事 丸ス産業（株）

工事（業務）概要

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 7月 9日

【489号 三川1】復旧延長 L＝33．0m（右岸L＝33．0m）
練石積工（右岸）L＝33m SL＝3．5－3．9m A＝122m2
天端保護工 L＝33m A＝63m2
【490号 三川2】復旧延長 L＝24．4m（右岸L＝7．9m
左岸L＝16．5m）
26,040,000
コンクリ－トフ゛ロック積工（植生に配慮）右岸L＝7．9m
A＝31m2 左岸L＝15．9m A＝64m2
【491号 三川3】復旧延長 L＝25．0m（左岸L＝25．0m）
コンクリ－トフ゛ロック積工（植生に配慮）左岸L＝24．7m
SL＝3．5－4．8m A＝100m2
【492号 三川4】復旧延長 L＝10．0m（右岸 L＝10．0m）

平成24年 2月 6日 ～
平成25年 1月31日

【489号 三川1】
復旧延長L＝33.0m
【490号 三川2】
復旧延長L＝24.4m
【491号 三川3】
24,970,050
復旧延長L＝25.0m
【492号 三川4】
復旧延長L＝10.0m
【493号 三川5】
復旧延長L＝18.0m

変更理由

変更回次

-

（当初）

練石積工L＝33.0m A＝122m2
フ゛ロック積工Ｌ＝23.8m A＝98m2
フ゛ロック積工Ｌ＝24.7m A＝100m2

平成24年 2月 6日 ～
平成25年 3月 1日

【361号 赤河1】
復旧延長L＝57.3m
【362号 赤河2】
復旧延長L＝17.0m
【363号 赤河3】
31,739,400
復旧延長L＝11.3m
【364号 赤河4】
復旧延長L＝17.0m
【494号 三川6】
復旧延長L＝62.2m

-

（当初）

ブロック積工L＝57.0m A＝255m2
ブロック積工L＝16.7m A＝73m2
ブロック積工L＝11.0m A＝42m2

推定岩盤線の変更

４回目

ブロック積工L＝16.4m A＝61m2
ブロック積工L＝61.0m A＝197m2

平成24年 2月 6日

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 6月24日

【366号 赤河６】
復旧延長 L＝36．7m（右岸L＝27．7m 左岸L＝9m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮）右岸L＝27．1m
SL＝1．5～7m A＝172m2
練石積工 左岸L＝8．7m SL＝4．7～6．4m A＝46m2
18,217,500
小口止工N＝3基 すりつけ工（練石積）A＝11m2
舗装復旧工A＝25m2 掛樋工（φ 800）L＝128m
ガードレール復旧工L＝28m
【367号 切井１】復旧延長 L＝25．4m（右岸L＝25．4m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮）右岸 L＝24．2m
SL＝3．5～6．2m

平成25年 1月31日

平成24年 2月 6日 ～
平成25年 2月28日

【366号 赤河６】
復旧延長L＝36.7m ブロック積工L＝35.8m A＝230m2
19,652,850 【367号 切井１】
復旧延長L＝25.4m ブロック積工L＝24.2m A＝131m2
【河川修繕】すりつけ工A＝18m2
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３回目

フ゛ロック積工Ｌ＝18.0m A＝115m2

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 7月29日

岐阜県加茂郡白川町
三川１２７０番地

推定岩盤線の変更による

フ゛ロック積工Ｌ＝9.4m A＝40m2

【361号 赤河1】復旧延長 L＝57．3m（右岸L＝57．3m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮）
右岸L＝57m SL＝3．2－6．1m A＝255m2
【362号 赤河2】復旧延長 L＝17m（右岸L＝17m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮）
右岸L＝16．7m SL＝3．6－5．1m A＝73m2
32,760,000
【363号 赤河3】復旧延長 L＝11．3m（左岸L＝11．3m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮）
左岸L＝11m SL＝3．3－4．4m A＝42m2
【364号 赤河4】復旧延長 L＝17m（右岸 L＝4m
左岸 L＝13m）

岐阜県加茂郡白川町
三川１２７０番地

平成25年 1月21日

第Ｈ２３災３６
６・３６７号

契約金額（円）

岐阜県加茂郡白川町
三川１２７０番地

平成25年 1月21日

第Ｈ２３災３６
公共 河川災害復旧事 木曽川水系 赤川 加
１・４９４他３箇
業（債務）
茂郡 白川町 赤河
所号

施工（履行）期間

-

推定岩盤線の変更

（当初）

４回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月 6日

第Ｈ２３災３６
８・３６９号

公共 河川災害復旧事 木曽川水系 赤川 加
業（債務）
茂郡 白川町 切井

土木一式工事 丸ス産業（株）

平成24年 2月 6日

平成24年 2月 6日

公共 河川災害復旧事 木曽川水系 栃平川
業（債務）
加茂郡 白川町 切井

土木一式工事 （株）ヤマグチ建設

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

-

（当初）

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 8月 8日

【368号切井２】
復旧延長 L＝62．4m（右岸L＝17m 左岸L＝45．4m）
練石積工（右岸） L＝16．4m SL＝4．5～5．1m A＝79m2
小口止工 N＝4基 巨石積工（左岸）L＝44．8m SL＝5．3
～7．0m A＝247m2 すりつけ工 A＝25m2 練石積工
（左岸背面）L＝41m SL＝0．6～1．0m A＝33m2 工事用道路
40,320,000
W=4mL=76m 掛樋工（φ 800） L＝25m 締切排水工 N＝2箇所
大型土のう工 N＝29袋
【369号切井３】
復旧延長 L＝121．5m（右岸L＝51．5m 左岸L＝70m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮） 右岸L＝47．1m SL＝
4．7～5．6m A＝242m2

平成24年 2月 6日 ～
平成25年 1月17日

【368号切井２】
復旧延長 L＝62．4m（右岸L＝17m 左岸L＝45．4m）
練石積工（右岸） L＝16．4m SL＝4．5～5．1m A＝77m2
小口止工 N＝4基 巨石積工（左岸）L＝44．8m SL＝5．3
～7．0m A＝251m2 すりつけ工 A＝25m2
練石積工（左岸背面）L＝41m SL＝0．6～2．2m A＝46m2
39,832,800
工事用道路 W=4mL=76m 掛樋工（φ 800） L＝25m
締切排水工 N＝2箇所 大型土のう工 N＝29袋
【369号切井３】
復旧延長 L＝121．5m（右岸L＝51．5m 左岸L＝70m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮） 右岸L＝47．1m SL＝
4．7～5．6m A＝242m2

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 7月29日

２３災４７４号 復旧延長 L＝13．0m（右岸）
護岸工 練石積工 L＝12．4m SL＝4．3～5．4m A＝65m2
２３災４７５号 復旧延長 L＝44．3m（右岸）
護岸工 ブロック積工（植生に配慮）L＝43．7m SL＝4．2～
31,710,000
8．8m A＝292m2
２３災４８１号 復旧延長 L＝46．1m（左岸）
護岸工 ブロック積工（植生に配慮）L＝45．5m SL＝5．9～
6．3m A＝288m2

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 7月29日

２３災４７４号 復旧延長 L＝13．0m（右岸）
護岸工 練石積工 L＝12．4m SL＝4．6～5．4m A＝66m2
２３災４７５号 復旧延長 L＝44．3m（右岸）
護岸工 ブロック積工（植生に配慮）L＝43．7m SL＝4．2～
29,779,050
8．8m A＝292m2
２３災４８１号 復旧延長 L＝46．1m（左岸）
護岸工 ブロック積工（植生に配慮）L＝45．5m SL＝6．3m
A＝289m2

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 7月 4日

【357号 切井１】復旧延長 Ｌ＝20m（左岸Ｌ＝20m）
練石積工 左岸L＝19．4m SL＝4．5～5．4m A＝101m2
すりつけ工A＝12m2 工事用道路（W＝4．0m）L＝12m
小口止工 N＝2基 掛樋工（φ 800） L＝40m 締切排水工
N＝1箇所 大型土のう工N＝9袋
19,740,000
【358号 切井２】
復旧延長 L＝69．0m（右岸L＝36．2m 左岸L＝32．8m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） 右岸L＝35．9m
SL＝3．6～5．6m A＝170m2 左岸L＝15．7m SL＝3．5～
5．9m

-

（当初）

平成24年 2月 6日 ～
平成24年11月27日

【357号 切井１】復旧延長 Ｌ＝20m（左岸Ｌ＝20m）
練石積工 左岸L＝19．4m SL＝4．5～5．4m A＝101m2
すりつけ工A＝12m2 工事用道路（W＝4．0m）L＝12m
小口止工 N＝2基 掛樋工（φ 800） L＝40m 締切排水工
N＝1箇所 大型土のう工N＝9袋
19,940,550
【358号 切井２】
復旧延長 L＝69．0m（右岸L＝36．2m 左岸L＝32．8m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） 右岸L＝35．9m
SL＝3．6～5．6m A＝170m2 左岸L＝15．7m SL＝3．5～
5．9m

変更事務処理要領第４項（１）エ 残土処理地の変
更により、減額したい。また、出水期の安全対策の
ため、一時中止を行い、それに伴う仮設材賃料を増
額したい。

３回目

岐阜県加茂郡白川町
黒川１７７９番地の１０

平成24年 6月26日

第Ｈ２３災３５
７・３５８号

契約金額（円）

岐阜県加茂郡白川町
三川１２７０番地

平成25年 1月17日

第Ｈ２３災４７
木曽川水系 黒川 加
公共 河川災害復旧事
４・４７５・４８１
茂郡 白川町 黒川１、 土木一式工事 谷端建設（株）
業（債務）
号
２、三川３

施工（履行）期間

・残土処理地の変更に伴う運搬距離の変更。
・起工測量の結果、現況地山線の変更に伴う土工
数量の変更。

-

残土処分地の変更。

３回目

（当初）

２回目

岐阜県加茂郡白川町
切井２８５８番地の１

平成24年11月19日

7 / 46 ページ

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月 6日

第Ｈ２３災４６
７・４６８号

木曽川水系 飯田川
公共 河川災害復旧事
加茂郡 川辺町 下飯
業（債務）
田・福島

土木一式工事 （株）小栗建設

土木一式工事 （株）小栗建設

平成24年 2月 6日

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 5月20日

４６６号 復旧延長Ｌ＝３０．３ｍ（左岸Ｌ＝３０．３ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝２９．１ｍ ＳＬ＝２．１～２．９ｍ Ａ＝７７ｍ２
5,250,000
小口止工Ｎ＝４基
工事用道路Ｌ＝５３ｍ 掛樋工Ｌ＝１２２ｍ 大型土のう工Ｎ＝
１５袋

平成24年 5月 2日

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 5月20日

4,448,850

岐阜県加茂郡川辺町
鹿塩２９６番地の１

変更理由

変更回次

-

（当初）

３回目

-

仮設工について、地元協議に基づき、変更したい。
また、岩盤確認結果に基づき、護岸工を変更した
い。

（当初）

１回目

平成24年 2月 6日～
平成24年 6月14日

平成24年 2月 6日～
平成24年 7月13日

５２２号
復旧延長Ｌ＝５３．４ｍ（右岸Ｌ＝１５．０ｍ 左岸Ｌ＝４３．３ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
左岸Ｌ＝３９．６ｍ ＳＬ＝３．１～４．３ｍ Ａ＝１３８ｍ２
11,067,000
練石積工
右岸Ｌ＝１４．７ｍ ＳＬ＝０～３．９ｍ Ａ＝５０ｍ２
左岸Ｌ＝ ３．５ｍ ＳＬ＝０～３．７ｍ Ａ＝１２ｍ２
根固めブロック（０．５ｔ） Ｎ＝２２個

平成24年 2月 6日～
平成24年 6月14日

４９５号 復旧延長Ｌ＝４０．８ｍ（左岸Ｌ＝４０．８ｍ）
練石積工 Ｌ＝４０．５ｍ ＳＬ＝２．７～３．４ｍ Ａ＝１２３ｍ２
小口止工 Ｎ＝１基
12,810,000 工事用道路Ｌ＝５９ｍ 掛樋工Ｌ＝６７ｍ 大型土のうＮ＝８袋
４９６号 復旧延長Ｌ＝１６．９ｍ（左岸Ｌ＝１６．９ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝１６．３ｍ ＳＬ＝２．８～５．０ｍ Ａ＝７０ｍ２

―

当初

平成24年2月6日～
平成24年12月15日

４９５号 復旧延長Ｌ＝４０．８ｍ（左岸Ｌ＝４０．８ｍ）
練石積工 Ｌ＝４０．５ｍ ＳＬ＝２．７～３．３ｍ Ａ＝１２０ｍ２
小口止工 Ｎ＝１基
12,181,050 工事用道路Ｌ＝５９ｍ 掛樋工Ｌ＝６７ｍ 大型土のうＮ＝８袋
４９６号 復旧延長Ｌ＝１６．９ｍ（左岸Ｌ＝１６．９ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝１６．３ｍ ＳＬ＝２．８～４．４ｍ Ａ＝６４ｍ２

岩盤確認結果に基づく変更

3回目

岐阜県加茂郡川辺町
鹿塩296-1

平成24年11月30日

４６６号 復旧延長Ｌ＝３０．３ｍ（左岸Ｌ＝３０．３ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝２９．１ｍ ＳＬ＝２．１～２．９ｍ Ａ＝７５ｍ２
小口止工Ｎ＝４基 工事用道路Ｌ＝７２．５ｍ
掛樋工Ｌ＝１０ｍ 大型土のう工Ｎ＝５５袋

残土処理地の変更。

５２２号
復旧延長Ｌ＝５３．４ｍ（右岸Ｌ＝１５．０ｍ 左岸Ｌ＝４３．３ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
左岸Ｌ＝３９．６ｍ ＳＬ＝３．１～４．３ｍ Ａ＝１３８ｍ２
11,487,000
練石積工
右岸Ｌ＝１４．７ｍ ＳＬ＝０～３．９ｍ Ａ＝４９ｍ２
左岸Ｌ＝ ３．５ｍ ＳＬ＝０～３．７ｍ Ａ＝１２ｍ２
根固めブロック（０．５ｔ） Ｎ＝２２個

岐阜県加茂郡川辺町
比久見1589

平成24年2月6日

土木一式工事 （株）丸高興業

４６７号
復旧延長Ｌ＝５７．２ｍ（右岸Ｌ＝３５．８ｍ 左岸Ｌ＝２８．５ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝４２．６ｍ ＳＬ＝３．４～４．５ｍ Ａ＝１８２ｍ２
練石積工 Ｌ＝１７．７ｍ ＳＬ＝３．９～４．３ｍ Ａ＝７１ｍ２
21,735,000
根固めブロック（０．５ｔ） Ｎ＝１５個
４６８号
復旧延長Ｌ＝１３．１ｍ（右岸Ｌ＝１３．１ｍ 左岸Ｌ＝９．１ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）

平成24年 2月 6日 ～
平成24年12月20日

平成24年7月5日

木曽川水系 尾賀野川
工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧事
加茂郡 川辺町 比久
９５・４９６号
業（債務）
見１・２

平成24年 2月 6日 ～
平成24年 7月 4日

工事（業務）概要

４６７号
復旧延長Ｌ＝５７．２ｍ（右岸Ｌ＝３５．８ｍ 左岸Ｌ＝２８．５ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝４２．６ｍ ＳＬ＝３．４～４．５ｍ Ａ＝１８２ｍ２
20,280,750 練石積工 Ｌ＝１７．７ｍ ＳＬ＝３．９～４．３ｍ Ａ＝７１ｍ２
根固めブロック（０．５ｔ） Ｎ＝１５個
４６８号
復旧延長Ｌ＝１３．１ｍ（右岸Ｌ＝１３．１ｍ 左岸Ｌ＝９．１ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）

平成24年2月6日

普通河川 坂の洞川
工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復
加茂郡 川辺町 比久
２２号
旧事業（債務）
見

契約金額（円）

岐阜県加茂郡川辺町
比久見１５８９

平成24年12月 7日

第Ｈ２３災４６６ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 雄鳥川
土木一式工事 （株）丸高興業
号
業（債務）
加茂郡 川辺町 鹿塩４

施工（履行）期間
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―

仮設計画の変更

当初

2回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年2月6日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 中郷川
２８号
業（債務）
可児市 羽崎１

土木一式工事 市原産業（株）

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 比衣川
３２号
業（債務）
可児郡 御嵩町 比衣

土木一式工事 ヘイセイテック（株）

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

平成24年 2月 6日～
平成24年 8月 8日

復旧延長 L＝151．6m（右岸 L＝134．7m 左岸 L＝131．6m）
コンクリートフ゛ロック張工（植生に配慮）
右岸 L＝134．4m SL＝3．2～5．2m A＝616m2
40,740,000
左岸 L＝131．6m SL＝3．8～5．2m A＝631m2
小口止工
N＝1基
工事用道路（W＝4．0m） L＝317m
掛樋工（φ 600）
L＝171m

―

当初

平成24年2月6日～
平成25年3月9日

復旧延長 L＝151．6m（右岸 L＝134．7m 左岸 L＝131．6m）
コンクリートフ゛ロック張工（植生に配慮）
右岸 L＝134．4m SL＝3．2～5．2m A＝607m2
38,676,750
左岸 L＝131．6m SL＝3．8～5．2m A＝631m2
小口止工
N＝1基
工事用道路（W＝4．0m） L＝317m
掛樋工（φ 600）
L＝210m

コンクリートブロック張工における、岩盤確認に基づ
く根入れの変更

3回目

―

当初

平成24年 2月 6日～
平成24年 6月24日

【518号 不動洞川】 復旧延長 L＝32．6m
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝8．0m SL＝3．0～3．1m A＝24m2
左岸 L＝27．4m SL＝3．2～3．7m A＝95m2 小口止工
N＝4箇所
根固ブロック（1t） N＝22個
15,487,500
【520号 押山川】 復旧延長 L＝74．4m （右岸L＝34．3m、
左岸L＝58．4m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝7．4m SL＝2．9～3．0m A＝22m2
左岸 L＝56．0m SL＝1．7～3．5m A＝138m2 小口止工
N＝8箇所

平成24年12月12日

平成24年2月6日～
平成25年1月21日

【518号 不動洞川】 復旧延長 L＝32．6m
コンクリートブロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝8．0m
SL＝2．9～3．0m A＝24m2
左岸 L＝27．4m SL＝3．2～3．7m A＝95m2 小口止工
N＝4箇所
根固ブロック（1t） N＝12個
15,374,100
【520号 押山川】 復旧延長 L＝74．4m （右岸L＝34．3m、
左岸L＝58．4m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝7．4m SL＝2．9～3．0m A＝22m2
左岸 L＝55．4m SL＝1．7～3．5m A＝138m2 小口止工
N＝8箇所

平成24年2月3日

平成24年 2月 3日～
平成24年 5月 7日

復旧延長 L＝15．7m （左岸L＝15．7m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
L＝15．7m SL＝3．2m A＝50m2
3,654,000
締切排水工 N＝1箇所
掛樋工（φ 600） L＝22m
大型土のう工 N＝4袋

―

当初

平成24年2月3日～
平成24年5月7日

復旧延長 L＝15．7m （左岸L＝15．7m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
L＝15．7m SL＝3．2m A＝50m2
3,510,150
締切排水工 N＝1箇所
掛樋工（φ 600） L＝22m
大型土のう工 N＝4袋

起工測量に基づき、護岸工及びガードレール延長を
変更したい

1回目

平成24年 2月 6日

土木一式工事 （株）本州緑化建設

契約金額（円）

岐阜県可児市川合
2749-9

平成25年2月18日

木曽川水系 不動洞
工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復
川・押山川 可児郡
１８・５２０号
旧事業（債務）
御嵩町 美佐野

施工（履行）期間

岐阜県可児郡御嵩町
比衣454-1

岐阜県可児郡御嵩町
顔戸378-14

平成24年4月27日
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残土処分地の変更

3回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月 6日

木曽川水系 矢戸川・横
工第Ｈ２３災２ 公共 河川災害復旧事
市川 可児市 矢戸・ 土木一式工事 （株）可茂道路
５１・４５３号
業（債務）
塩河１

平成24年 2月 6日

土木一式工事 丸ス建設（有）

契約金額（円）

工事（業務）概要

平成24年 2月 6日～
平成24年 6月14日

【251号 矢戸川】
復旧延長 L＝14．1m （右岸L＝14．1m、左岸L＝6．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） L＝17．2m
SL＝4．9～7．3m A＝96m2
帯工 N＝1基 根固ブロック（2t） N＝4個
10,269,000
【453号 横市川】 復旧延長 L＝25．0m （右岸L＝25．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）L＝14．7m SL＝
3．1～4．1m A＝55m2
コンクリートブロック張工（植生に配慮）L＝9．7m SL＝
3．1～3．4m A＝32m2

平成24年2月6日～
平成24年6月14日

【251号 矢戸川】
復旧延長 L＝14．1m （右岸L＝14．1m、左岸L＝8.8m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） L＝17．2m SL＝
4．9～7．3m A＝96m2
帯工 N＝1基 根固ブロック（2t） N＝6個
10,978,800
【453号 横市川】 復旧延長 L＝25．0m （右岸L＝25．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）L＝14．7m SL＝
3．1～4．1m A＝55m2
コンクリートブロック張工（植生に配慮）L＝9．7m SL＝
3．1～3．4m A＝32m2

岐阜県可児市川合
199-4

平成24年6月11日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 栃平川
５９・３６０号
業（債務）
加茂郡 白川町 切井

施工（履行）期間

変更理由

変更回次

―

当初

施工途中に判明した状況により、護岸復旧を増工したい1回目

平成24年 2月 6日～
平成24年 6月14日

359号 切井３】復旧延長 L＝20．2m（左岸L＝20．2m）
コンクリ－トフ゛ロック積工（植生に配慮）L＝19．6m SL＝
4～5．2m A＝85m2
小口止工N＝2基 すりつけ工A＝9m2 捨石工V＝15m3
コンクリ－ト取壊工V＝14m3 工事用道路（W＝3～4m）L＝81m
12,705,000 掛樋工（φ 600） L＝73m 締切排水工N＝2箇所 大型土のう工
N＝18袋
【360号 切井４】
復旧延長 L＝32．7m（右岸L＝23m 左岸L＝14m）
コンクリ－トフ゛ロック積工（植生に配慮） 護岸L＝22．4m
SL＝2．5～3．3m

―

当初

平成24年2月6日～
平成24年11月30日

【359号 切井３】復旧延長 L＝22．2m（左岸L＝22．2m）
コンクリ－トフ゛ロック積工（植生に配慮）L＝21．6m SL＝
4～5．2m A＝94m2
小口止工N＝2基 すりつけ工A＝9m2 捨石工V＝15m3
コンクリ－ト取壊工V＝16m3 工事用道路（W＝3～4m）L＝81m
13,224,750 掛樋工（φ 600） L＝73m 締切排水工N＝2箇所 大型土のう工
N＝18袋
【360号 切井４】
復旧延長 L＝33．5m（右岸L＝23．8m 左岸L＝14m）
コンクリ－トフ゛ロック積工（植生に配慮） 護岸L＝23．2m SL＝
2．5～3．3m

変更事務処理要領第４項（２）ク 現地掘削の結果、
健全であると判断していたブロック積が吸出しを受
けていたため、復旧延長を増工したい

3回目

岐阜県加茂郡白川町
三川1271-1

平成24年11月19日
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【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月13日

工第Ｈ２３災３
木曽川水系 白川、佐
公共 河川災害復旧事
０９，３５４他４
広川 加茂郡 東白川 土木一式工事 丸登建設（株）
業（債務）
箇所号
村 神土

平成24年 2月13日

造園工事

（株）中濃

契約金額（円）

平成24年 2月13日～
平成24年 8月20日

工事（業務）概要

第309号 復旧延長L=33.0m
5.4m，A=158m2
第310号 復旧延長L=15.0m
A=90m2
第311号 復旧延長L=27.0m
6.7m，A=157m2
47,250,000
第354号 復旧延長L=61.0m
4.2m，A=49m2
第355号 復旧延長L=14.0m
A=68m2
第356号 復旧延長L=28.0m
A=82m2

変更理由

変更回次

―

当初

変更事務処理要領第４項（２）発注時に確認が困難
なもの・当初想定の残土処分地が変更となり残土運
搬距離が長くなるため、増額したい

3回目

―

当初

練石積工L=32.4m，SL=3.6～
練石積工L=14.4m, SL=6.3m,
練石積工L=25.0m，SL=6.0～
練石積工L=16.7m，SL=2.1～
練石積工L=13.7m, SL=5.4m,
練石積工L=17.4m，SL=4.7m，

岐阜県加茂郡東白川
村神土2667-1

平成25年2月14日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 可児川
１６号
業（債務）
可児市 下恵土

施工（履行）期間

平成24年2月13日～
平成25年2月28日

第309号 復旧延長L=33.0m 練石積工L=32.4m，SL=3.6～
5.4m，A=165m2
第310号 復旧延長L=15.0m 練石積工L=14.4m, SL=6.3m,
A=90m2
第311号 復旧延長L=27.0m 練石積工L=25.0m，SL=6.0～
6.7m，A=157m2
49,923,300
第354号 復旧延長L=61.0m 練石積工L=16.7m，SL=2.1～
4.2m，A=49m2
第355号 復旧延長L=14.0m 練石積工L=13.7m, SL=5.4m,
A=61m2
第356号 復旧延長L=28.0m 練石積工L=17.4m，SL=4.7m，
A=82m2

平成24年 2月13日～
平成24年 8月20日

復旧延長 L＝315．0m（右岸L＝315．0m）
コンクリートフ゛ロック張工（植生に配慮） L＝156．8m SL＝
5．5～5．7m A＝854m2
根継工（腰掛型） L＝126．0m H＝2．0～2．6m V＝214m3
52,815,000
根固フ゛ロック（2．0t型） N＝309個
工事用道路工（W＝4．0m） L＝358m 2次施工分 L＝164m
掛樋工（φ 1000） L＝30m
締切排水工 N＝1箇所 大型土のう工 N＝40袋

平成24年2月13日～
平成25年2月4日

復旧延長 L＝315．0m（右岸L＝315．0m）
コンクリートフ゛ロック張工（植生に配慮） L＝156．8m SL＝
5．5～5．7m A＝854m2
根継工（腰掛型） L＝126．0m H＝1．5～2．6m V＝190m3
53,406,150
根固フ゛ロック（2．0t型） N＝309個
工事用道路工（W＝4．0m） L＝358m 2次施工分 L＝164m
掛樋工（φ 1000） L＝30m
締切排水工 N＝1箇所 大型土のう工 N＝80袋

岐阜県可児市坂戸792

平成25年1月22日
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残土処分地の変更。岩盤確認結果に基づく変更

3回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月13日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 赤川 加
７０・３７１号
業（債務）
茂郡 白川町 切井

土木一式工事 丸ス産業（株）

平成24年 2月13日

土木一式工事 中部興業（株）

平成24年 2月13日

篠田（株）

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年 2月13日～
平成24年 8月 8日

【370号 切井4】
復旧延長 L＝166．9m（右岸L＝130．5m 左岸L＝36．4m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮）（右岸）L＝102．7m
SL＝3．7－6．0m A＝484m2 （左岸）L＝18．5m SL＝
3．2－4．6m A＝71m2
練石積工 L＝25．1m SL＝4．0m A＝100m2 大型土のう
47,712,000
N＝65袋
小口止工 N＝10基 すりつけ工 A＝55m2 根継工 L＝
17．6m H＝2．7m V＝27m3
【371号 切井5】復旧延長 L＝94．0m（右岸L＝45．0m
左岸L＝49．0m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮）（右岸）L＝41．4m
SL＝2．7－4．3m A=149m

平成24年2月13日～
平成25年3月15日

【370号 切井4】
復旧延長 L＝166．9m（右岸L＝130．5m 左岸L＝36．4m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮）（右岸）L＝102．7m
SL＝3．7－6．0mA＝515m2 （左岸）L＝18．5m SL＝3．2
－4．6m A＝71m2
練石積工 L＝25．1m SL＝4．0m A＝100m2 大型土のう
50,514,450
N＝65袋
小口止工 N＝10基 すりつけ工 A＝55m2 根継工 L＝17．6m
H＝2．7m V＝27m3
【371号 切井5】
復旧延長 L＝94．0m（右岸L＝45．0m 左岸L＝49．0m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮）（右岸）L＝41．4m
SL＝2．7－4．3m A=149m2

平成24年 2月13日～
平成24年 7月11日

本工事（１） 第471号 葛屋川 上麻生１
復旧延長 L＝55．2ｍ（右岸L＝55．2m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝54．3m SL＝4．4～5．6m
22,627,500
A＝252m2
本工事（２） 第472号 葛屋川 上麻生２
復旧延長 L＝16．0ｍ（右岸L＝16．0m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝15．4m SL＝3．6m A＝55m2

平成24年2月13日～
平成25年1月21日

本工事（１） 第471号 葛屋川 上麻生１
復旧延長 L＝55．2ｍ（右岸L＝55．2m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝54．3m SL＝4．1～5．2m
20,389,950
A＝246m2
本工事（２） 第472号 葛屋川 上麻生２
復旧延長 L＝16．0ｍ（右岸L＝16．0m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝15．4m SL＝3．6m A＝55m2

平成24年 2月13日～
平成24年 3月28日

復旧延長 Ｌ＝１７．０ｍ Ｗ＝５．５（７．０）ｍ
路側ブロック積工（１：０．５）Ｌ＝１２．４ｍ ＳＬ＝２．９０～
５．１４ｍ Ａ＝５６ｍ２
小口止工 Ｎ＝２基 取付石積工 Ａ＝９ｍ２ 横断暗渠工
Ｌ＝９ｍ フトンカゴ工 Ｌ＝６ｍ
17,955,000
落石防護網撤去・設置工 Ｌ＝２１ｍ ＳＬ＝１０ｍ Ａ＝１９５ｍ２
土留工 Ｎ＝３基 植生マット工 Ａ＝４０８ｍ２
舗装版撤去・復旧工 Ａ＝２２ｍ２ 区画線工 Ｌ＝７ｍ
縦排水工 Ｎ＝１式
ガードレール撤去設置工 Ｌ＝２０ｍ

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年8月31日

復旧延長 Ｌ＝１７．０ｍ Ｗ＝５．５（７．０）ｍ
路側ブロック積工（１：０．５）Ｌ＝１２．４ｍ ＳＬ＝２．９０～
５．１４ｍ Ａ＝５６ｍ２
小口止工 Ｎ＝２基 取付石積工 Ａ＝８ｍ２ 横断暗渠工
Ｌ＝９ｍ フトンカゴ工 Ｌ＝６ｍ
19,659,150
落石防護網撤去・設置工 Ｌ＝２１ｍ ＳＬ＝１０ｍ Ａ＝１９１ｍ２
土留工 Ｎ＝３基 植生マット工 Ａ＝４６３ｍ２
舗装版撤去・復旧工 Ａ＝２２ｍ２ 区画線工 Ｌ＝７ｍ
縦排水工 Ｎ＝１式
ガードレール撤去設置工 Ｌ＝２０ｍ

・法面土留工背面の埋戻土量が、当初予定した数
量より少なかったので、残土量が増加した。
・支障木処理が、撤去したところ、当初予定していた
数量より多いため、実績に基づき変更する。
・養生マットの面積については、法面整形後の面積
にあわせ増工する。

3回目

変更事務処理要領第４項（２）発注時に確認が困難
な要因によるもの・機構測量の結果、既設護岸との
整合を図るため、施工面積を増工したい

―

4回目

当初

岐阜県加茂郡七宗町
上麻生2482-5

平成24年12月15日

主要地方道 恵那御嵩
工第２３災５２ 公共 道路災害復旧事
線 可児郡 御嵩町 と土コ
８号
業
美佐野

契約金額（円）

岐阜県加茂郡白川町
三川1270

平成25年2月12日

木曽川水系 葛屋川
工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧事
加茂郡 七宗町 上麻
７１・４７２号
業（債務）
生１，２

施工（履行）期間

護岸基礎部の岩盤確認による護岸工の変更

4回目

岐阜県羽島郡岐南町
野中1-8

平成24年8月2日
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【公表様式】
工事（委託）
番号

工事（業務）名

施工場所

主要地方道 多治見白
工第２３災５３ 公共 道路災害復旧事
川線 加茂郡 八百
４号
業
津町 八百津２

工事（業務）
種別

と土コ

契約の相手方の
商号又は名称

丸ス産業（株）

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

契約金額（円）

変更理由

変更回次

復旧延長 Ｌ＝３８．０ｍ Ｗ＝７．２（９．２）ｍ
法面整形工 Ａ＝３９０ｍ２
コンクリート吹付工 Ａ＝２２５ｍ２
11,550,000
現場吹付法枠工（２００－１５００×１２００） Ａ＝２６２ｍ２
構造物取壊工 Ａ＝２２７ｍ２
大型土嚢撤去工 Ｎ＝５６個

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年6月1日

復旧延長 Ｌ＝３８．０ｍ Ｗ＝７．２（９．２）ｍ
法面整形工 Ａ＝４００ｍ２
コンクリート吹付工 Ａ＝２３７ｍ２
11,641,350
現場吹付法枠工（２００－１５００×１２００） Ａ＝２６２ｍ２
構造物取壊工 Ａ＝２２７ｍ２
大型土嚢撤去工 Ｎ＝５６個

・起工測量の結果法長に誤測があったことから、法
面整形工、コンクリート吹付工の数量を変更したい。

2回目

平成24年 2月13日～
平成24年 7月21日

復旧延長 Ｌ＝２９．５ｍ Ｗ＝５．６５（６．４７）ｍ
現場吹付法枠工（５００－３０００×３０００）Ｌ＝１１０ｍ
モルタル吹付工（ｔ＝８ｃｍ）Ａ＝２６１ｍ２
23,606,992 グランドアンカー（Ｔｄ＝２１９．２ｋＮ／本）Ｎ＝２０本
鉄筋挿入工（Ｄ２２Ｌ＝５m）Ｎ＝４８本 モルタル吹付撤去
（ｔ＝５０ｃｍ）Ａ＝１８４ｍ２
大型土嚢撤去工 Ｎ＝２６袋

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年7月21日

復旧延長 Ｌ＝２９．５ｍ Ｗ＝５．６５（６．４７）ｍ
現場吹付法枠工（５００－３０００×３０００）Ｌ＝１１０ｍ
モルタル吹付工（ｔ＝８ｃｍ）Ａ＝２７８ｍ２
22,935,150 グランドアンカー（Ｔｄ＝２１９．２ｋＮ／本）Ｎ＝２０本
鉄筋挿入工（Ｄ２２Ｌ＝５m）Ｎ＝４９本 モルタル吹付撤去
（ｔ＝５０ｃｍ）Ａ＝１７１ｍ２
大型土嚢撤去工 Ｎ＝２６袋

・モルタル吹付の面積は、法面整形完了後の面積に
変更増する。
・起工測量によりモルタル吹付撤去面積を変更減す
る。
・鉄筋挿入工の施工条件の変更。

1回目

平成24年 2月13日～
平成24年 3月28日

【２３災１８１号】復旧延長Ｌ＝５．０ｍＷ＝６．０（１２．０）ｍ
ブロック積工ＳＬ＝４．４ｍＡ＝１９ｍ２小口止工Ｎ＝２基 取付石積工
Ａ＝１２ｍ２
【２３災５２９号】復旧延長Ｌ＝５１．８ｍＷ＝７．４８（１０．３８）ｍ
47,250,000
ブロック積工ＳＬ＝５．２４～６．４６５ｍＡ＝２１６ｍ２
小口止工Ｎ＝５基 取付石積工 Ａ＝２０ｍ２ 根継工Ｖ＝５ｍ３
【２３災５３０号】復旧延長Ｌ＝７．５ｍＷ＝６．０（１０．９）ｍ
ブロック積工ＳＬ＝５．１７ｍＡ＝３７ｍ２ 小口止工 Ｎ＝１基

―

当初

岐阜県加茂郡白川町
三川1270

平成24年 2月13日

イビデングリーンテッ 岐阜県大垣市河間町
ク（株）
3-55

平成24年7月2日

平成24年 2月13日

工第２３災１８
主要地方道 恵那白川
公共 道路災害復旧事
１・５２９外２箇
線 加茂郡白川町赤 土木一式工事 丸ス産業（株）
業
所号
河 他

工事（業務）概要

平成24年 2月13日～
平成24年 2月13日
平成24年 3月28日

平成24年5月8日

一般県道 井尻八百津
工第２３災５３ 公共 道路災害復旧事
線 可児郡 御嵩町 と土コ
５号
業（債務）
上之郷

施工（履行）期間

岐阜県加茂郡白川町
三川1270

平成25年 1月11日

平成25年3月11日

平成24年 2月13日～
平成25年 3月20日

平成24年2月13日～
平成25年3月20日
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【２３災１８１号】復旧延長Ｌ＝５．０ｍＷ＝６．０（１２．０）ｍ
ブロック積工ＳＬ＝４．４ｍＡ＝１９ｍ２小口止工Ｎ＝２基 取付石積工
Ａ＝６ｍ２
【２３災５２９号】復旧延長Ｌ＝５１．８ｍＷ＝７．４８（１０．３８）ｍ
・現地発生土の流用が可能であったため、購入土を
44,389,800 ブロック積工ＳＬ＝５．２４～６．４６５ｍＡ＝２３１ｍ２
流用土に変更。
小口止工Ｎ＝５基 取付石積工 Ａ＝１６ｍ２ 根継工Ｖ＝５ｍ３
【２３災５３０号】復旧延長Ｌ＝７．５ｍＷ＝６．０（１０．９）ｍ
ブロック積工ＳＬ＝５．１７ｍＡ＝３６ｍ２ 小口止工 Ｎ＝１基

【２３災１８１号】復旧延長Ｌ＝５．０ｍＷ＝６．０（１２．０）ｍ
ブロック積工ＳＬ＝４．４ｍＡ＝１９ｍ２小口止工Ｎ＝２基 取付石積工
Ａ＝６ｍ２
【２３災５２９号】復旧延長Ｌ＝５１．８ｍＷ＝７．４８（１０．３８）ｍ
44,604,000
ブロック積工ＳＬ＝５．２４～６．４６５ｍＡ＝２３１ｍ２
小口止工Ｎ＝５基 取付石積工 Ａ＝１６ｍ２ 根継工Ｖ＝５ｍ３
【２３災５３０号】復旧延長Ｌ＝７．５ｍＷ＝６．０（１０．９）ｍ
ブロック積工ＳＬ＝５．１７ｍＡ＝３６ｍ２ 小口止工 Ｎ＝１基

・被災時にコンクリート廃材が、現場周辺に散乱した
ため集積処理した結果増量した。
・取付石積みの現地再測量の結果による面積の変
更。

4回目

5回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月13日

工第２３災３７
主要地方道 恵那御嵩
公共 道路災害復旧事
６・３７７他３箇
線 他 可児郡御嵩 土木一式工事 （株）本州緑化建設
業
所号
町津橋 他

土木一式工事 福地建設（有）

土木一式工事 （株）ニシノ

工事（業務）概要

平成24年 2月13日～
平成24年 3月28日

【第２３災３７６号】復旧延長Ｌ＝１４．５ｍ Ｗ＝５．５（６．７）ｍ
コンクリートブロック積工ＳＬ＝６．３６ｍＡ＝５０ｍ２ 小口止工 Ｎ＝
２基
【第２３災３７７号】復旧延長Ｌ＝２１．０ｍ Ｗ＝５．５（７．６）ｍ
コンクリートブロック積工ＳＬ＝３．６５ｍＡ＝６０ｍ２ 小口止工 Ｎ＝
23,572,500
２基
【第２３災３８１号】復旧延長Ｌ＝１６．５ｍ Ｗ＝５．５（７．３）ｍ
コンクリートブロック積工ＳＬ＝２．２６ｍＡ＝３６ｍ２ 小口止工 Ｎ＝
２基
【第２３災３８２号】復旧延長Ｌ＝１２．０ｍ Ｗ＝２．７８（３．７３）ｍ

平成24年2月13日～
平成24年9月20日

【第２３災３７６号】復旧延長Ｌ＝１４．５ｍ Ｗ＝５．５（６．７）ｍ
コンクリートブロック積工ＳＬ＝６．３６ｍＡ＝５０ｍ２ 小口止工 Ｎ＝
２基
【第２３災３７７号】復旧延長Ｌ＝２１．０ｍ Ｗ＝５．５（７．６）ｍ
コンクリートブロック積工ＳＬ＝３．０６５ｍＡ＝５５ｍ２ 小口止工 Ｎ
23,777,250
＝２基
【第２３災３８１号】復旧延長Ｌ＝１６．５ｍ Ｗ＝５．５（７．３）ｍ
コンクリートブロック積工ＳＬ＝２．２６ｍＡ＝３６ｍ２ 小口止工 Ｎ＝
２基
【第２３災３８２号】復旧延長Ｌ＝１２．０ｍ Ｗ＝２．７８（３．７３）ｍ

平成24年 2月13日

平成24年 2月13日～
平成24年 8月 5日

平成24年10月22日

平成24年2月13日～
平成24年10月31日

岐阜県加茂郡八百津
町福地1050

平成24年 2月13日

工第Ｈ２３災３
公共 河川災害復旧事 公共 河川災害復旧事
４５・３４６外２
業（債務）
業（債務）
箇所号

契約金額（円）

変更理由

変更回次

―

当初

岐阜県可児郡御嵩町
比衣454-1

平成24年9月3日

普通河川 亀ヶ谷川
工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復
加茂郡 八百津町 福
１２・５１３号
旧事業（債務）
地１，２

施工（履行）期間

本工事（１） 第512号 亀ヶ谷川 福地１
復旧延長 L＝160．3ｍ（右岸L＝78．4m 左岸L＝99．7m）
フ゛ロック積工（植生に配慮）L＝149．0m SL＝2．9～5．1m A＝
534m2
根継工（一法型） L＝26．7m V＝26m3 根固フ゛ロック（2t） N＝12
36,435,000
個
本工事（２） 第513号 亀ヶ谷川 福地２
復旧延長 L＝58．0ｍ（右岸L＝58．0m）
フ゛ロック積工（植生に配慮）L＝57．7m SL＝1．2～3．8m A＝
191m2
本工事（１） 第512号 亀ヶ谷川 福地１
復旧延長 L＝160．3ｍ（右岸L＝78．4m 左岸L＝99．7m）
フ゛ロック積工（植生に配慮）L＝147．5m SL＝2．9～5．1m A＝
525m2
根継工（一法型） L＝28．9m V＝27m3 根固フ゛ロック（2t） N＝12
34,260,450
残土処理の変更
個
本工事（２） 第513号 亀ヶ谷川 福地２
復旧延長 L＝58．0ｍ（右岸L＝58．0m）
フ゛ロック積工（植生に配慮）L＝57．7m SL＝1．2～3．8m A＝
191m2

―

平成24年 2月13日～
平成24年 7月 16日

平成24年2月13日～
平成24年7月16日

（３４５号）Ｌ＝３８．０ｍ ブロック積工Ｌ＝１６．７ｍ ＳＬ＝４．９～６．１
ｍ Ａ＝８３ｍ２
根固ブロックＮ＝４２個 根継工Ｌ＝４．２ｍ
（３４６号）Ｌ＝１１．０ｍ 練石積工 Ｌ＝１０．４ｍ ＳＬ＝３．７ｍ Ａ＝３
平成２３年９月に被災した箇所について、本設計書
24,114,300 ８ｍ２
のとおり復旧したい
（３４７号）Ｌ＝８．０ｍ 練石積工 Ｌ＝７．４ｍ ＳＬ＝５．０ｍ Ａ＝３７
ｍ２
（３４８号）Ｌ＝１４．０ｍ 練石積工 Ｌ＝１３．４ｍ ＳＬ＝５．９ｍ Ａ＝７
９ｍ２
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4回目

当初

2回目

（３４５号）Ｌ＝３８．０ｍ ブロック積工Ｌ＝１６．７ｍ ＳＬ＝４．９～６．１
ｍ Ａ＝８３ｍ２
根固ブロックＮ＝４２個 根継工Ｌ＝４．２ｍ
（３４６号）Ｌ＝１１．０ｍ 練石積工 Ｌ＝１０．４ｍ ＳＬ＝３．７ｍ Ａ＝３
25,515,000 ８ｍ２
（３４７号）Ｌ＝８．０ｍ 練石積工 Ｌ＝７．４ｍ ＳＬ＝５．０ｍ Ａ＝３７
ｍ２
（３４８号）Ｌ＝１４．０ｍ 練石積工 Ｌ＝１３．４ｍ ＳＬ＝５．９ｍ Ａ＝７
９ｍ２

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東5739

平成24年7月2日

３７６号：起工測量の結果、崩壊斜面の横断図に相
違があったので、土工数量の変更を行う。
３７７号：ブロック積工の法長の表示に誤りがあった
ので修正変更する。
３８２号：起工測量の結果、舗装面積に相違があっ
たので、変更する。

―

当初

1回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月13日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 大森川
２７・４５８号
業（債務）
可児市 大森１・２

土木一式工事 小林工業（株）

平成24年 2月13日

土木一式工事 （株）日進建設

土木一式工事 山田土建（株）

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年 2月13日～
平成24年 7月 1日

３２７号 復旧延長Ｌ＝４０．２ｍ（右岸Ｌ＝４０．２ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝４０．２ｍ ＳＬ＝５．０ｍ Ａ＝２０１ｍ２ 連節ブロック張工 Ｌ＝
３９．６ｍ Ａ＝６６ｍ２
17,955,000 ４５８号 復旧延長Ｌ＝２９．２ｍ（左岸Ｌ＝２９．２ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝１２．８ｍ ＳＬ＝４．５ｍ Ａ＝５８ｍ２
根継工 Ｌ＝１０．０ｍ Ｈ＝２．１ｍ Ａ＝１３ｍ２ 根固ブロック Ｎ＝
２６個

平成24年2月13日～
平成24年7月1日

３２７号 復旧延長Ｌ＝４０．２ｍ（右岸Ｌ＝４０．２ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝４０．２ｍ ＳＬ＝５．０ｍ Ａ＝２０１ｍ２ 連節ブロック張工 Ｌ＝
３９．６ｍ Ａ＝６６ｍ２
平成２３年９月２０日～９月２１日の台風１５号及び
豪雨により被災した箇所について、本設計書のとお
16,929,150 ４５８号 復旧延長Ｌ＝２９．２ｍ（左岸Ｌ＝２９．２ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
り復旧したい
Ｌ＝１２．８ｍ ＳＬ＝４．５ｍ Ａ＝５８ｍ２
根継工 Ｌ＝１０．０ｍ Ｈ＝２．１ｍ Ａ＝１３ｍ２ 根固ブロック Ｎ＝
２６個

1回目

平成24年 2月13日～
平成24年 6月21日

【４６９号 上飯田１】 復旧延長 L＝29．2m （右岸L＝19．6m、左岸L
＝11．3m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝19．6m SL＝2．9～3．1m A＝59m2
左岸 L＝11．0m SL＝2．5～3．0m A＝31m2
10,395,000
根固ブロック（0．5t） N＝13個
【４７０号 上飯田２】 復旧延長 L＝24．5m （右岸L＝24．5m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） L＝22．4m SL＝2．1～2．
8m A＝58m2

当初

―

岐阜県美濃加茂市下
米田為岡88

平成24年6月11日

木曽川水系 白川
工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事
加茂郡 東白川村 五
１２・３１５号
業（債務）
加

契約金額（円）

岐阜県可児市土田
2060

平成24年6月6日

木曽川水系 飯田川
工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧事
加茂郡 八百津町 上
６９・４７０号
業（債務）
飯田１・２

施工（履行）期間

平成24年2月13日～
平成24年6月21日

【４６９号 上飯田１】 復旧延長 L＝29．2m （右岸L＝19．6m、左岸L
＝11．3m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝19．6m SL＝2．9～3．1m A＝59m2
残土処分地について当初予定した箇所に処分でき
左岸 L＝10. 9m SL＝2．5～3．0m A＝30m2
9,266,250
なくなったため、処分地を変更したい
根固ブロック（0．5t） N＝13個
【４７０号 上飯田２】 復旧延長 L＝24．5m （右岸L＝24．5m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） L＝22．4m SL＝2．1～2．
8m A＝58m2

平成24年 2月13日～
平成24年 2月13日
平成24年 7月 1日

３１２号 復旧延長 Ｌ＝３０．０ｍ（右岸Ｌ＝３０．０ｍ）
練石積工 Ｌ＝２８．８ｍ ＳＬ＝６．７ｍ Ａ＝１９２ｍ2
小口止工 Ｎ＝１基 縦溝工 Ｎ＝１基
17,955,000
３１５号 復旧延長 Ｌ＝２２．０ｍ（右岸Ｌ＝２２．０ｍ）
練石積工 Ｌ＝２０．８ｍ ＳＬ＝３．５～７．３ｍ Ａ＝１４６ｍ2
小口止工 Ｎ＝４基 階段工 Ｎ＝１基

平成24年2月13日～
平成24年7月1日

３１２号 復旧延長 Ｌ＝３０．０ｍ（右岸Ｌ＝３０．０ｍ）
練石積工 Ｌ＝２８．８ｍ ＳＬ＝６．７ｍ Ａ＝１９２ｍ2
小口止工 Ｎ＝１基 縦溝工 Ｎ＝１基
18,031,650
３１５号 復旧延長 Ｌ＝２２．０ｍ（右岸Ｌ＝２２．０ｍ）
練石積工 Ｌ＝２０．８ｍ ＳＬ＝３．５～７．３ｍ Ａ＝１４６ｍ2
小口止工 Ｎ＝４基 階段工 Ｎ＝１基

―

1回目

当初

岐阜県加茂郡東白川
村神土788

平成24年6月1日

15 / 46 ページ

地元要望により仮設工法を変更する

1回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月13日

主要地方道 白川福岡
工第２３災５３ 公共 道路災害復旧事
線 加茂郡 白川町 土木一式工事 （株）安江土建
１・５３２号
業
黒川

平成24年 2月13日

変更理由

変更回次

平成24年 2月13日～
平成24年 3月28日

２３災５３１号
復旧延長 Ｌ＝１５．５ｍ Ｗ＝３．５（７．０）ｍ
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） Ａ＝３７ｍ2
17,850,000 取付石積工 Ａ＝１ｍ2 舗装版取壊工 Ａ＝１１ｍ2
舗装復旧工 Ａ＝７ｍ2
２３災５３２号
復旧延長 Ｌ＝２６．７ｍ Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年5月30日

２３災５３１号
復旧延長 Ｌ＝１５．５ｍ Ｗ＝３．５（７．０）ｍ
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） Ａ＝３７ｍ2
18,267,900 取付石積工 Ａ＝４ｍ2 舗装版取壊工 Ａ＝１１ｍ2
舗装復旧工 Ａ＝７ｍ2
２３災５３２号
復旧延長 Ｌ＝２６．７ｍ Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

・５３１号 転石破砕が不要であったので減工した
い。建設発生土の運搬先を変更したい。現地状況確
認の結果、取り付け石積みの形状を変更し、面積を
増工したい。
・５３２号 土工実施時に法面崩壊があったので、舗
装撤去復旧工を増工したい。
建設発生土の運搬先を変更したい。ブロック積基礎
工及び天端工に違算があったことから数量を増工し
たい。

2回目

平成24年 2月13日～
平成24年 8月30日

復旧延長 Ｌ＝２１．６ｍ Ｗ＝３．２（３．６）ｍ
橋梁上部工（プレテンション方式単純床版橋）Ｌ＝９．６６０ｍ
橋梁下部工（逆Ｔ式橋台）Ｎ＝２基
コンクリートブロック積工（植生に配慮）（左右岸）Ｌ＝２０．６２ｍＳＬ＝
23,625,000 ２．１６～５．００ｍ
Ａ＝６１ｍ２ 練石積工（右岸）Ｌ＝２．０ｍＳＬ＝２．０ｍＡ＝４ｍ２(左
岸）
（左岸）Ｌ＝３．５７ｍＳＬ＝２．３５～４．７３ｍＡ＝１１ｍ２ 床止工Ｌ＝
１１．１６ｍＨ＝４．７ｍ

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年8月30日

復旧延長 L＝21．6m W＝3．2（3．6）m
橋梁上部工（フ゜レテンション方式単純床版橋） L＝9．660m
橋梁下部工（逆Ｔ式橋台） N＝2基
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）（左右岸）L＝20．62m SL＝
0．58～4．87m A＝65m2
22,765,050 練石積工（右岸）L＝2．5m SL＝2．0m A＝5m2 （左岸）L＝3．60m
SL＝2．50～4．30m A＝11m2
床止工 L＝11．16m H＝4．7m V＝45m3 舗装工 A＝63m2 区画
線工 L＝57m
防護柵設置工 L＝9m 排水構造物工 L＝13m 仮設工 N＝1
式

・掘削の結果による岩盤線の変更に伴い土工数量
の変更。
・残土処理場が近傍にあったので運搬距離の変更。
・鉄筋数量に設計上の錯誤があり訂正のための変
更。

1回目

平成24年 2月13日～
平成24年 7月16日

【３２１号 可児川】 復旧延長 L＝42．9m （右岸L＝42．9m）
コンクリートブロック張工 L＝42．9m SL＝6．0～9．8m A＝322m2
【３２２号 可児川】 復旧延長 L＝7．0m （右岸L＝7．0m）
24,832,500 コンクリートブロック張工 L＝7．0m SL＝5．5m A＝39m2
【４９７号 切木川】 復旧延長 L＝18．1m （右岸L＝18．1m、左岸L＝
8．6m）
コンクリートブロック積工 L＝26．7m SL＝3．5～5．1m A＝118m2

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年7月16日

【３２１号 可児川】 復旧延長 L＝42．9m （右岸L＝42．9m）
コンクリートブロック張工 L＝42．5m SL＝6．0～9．8m A＝313m2
【３２２号 可児川】 復旧延長 L＝7．0m （右岸L＝7．0m）
26,085,150 コンクリートブロック張工 L＝6．7m SL＝5．5m A＝37m2
残土処分地の変更
【４９７号 切木川】 復旧延長 L＝18．1m （右岸L＝18．1m、左岸L＝
8．6m）
コンクリートブロック積工 L＝26．6m SL＝3．5～5．1m A＝114m2

岐阜県加茂郡東白川
村神戸788

平成24年8月10日

平成24年 2月13日

工第Ｈ２３災３
木曽川水系 可児川・切
公共 河川災害復旧事
２１・３２２・４９
木川 可児郡 御嵩町 土木一式工事 （株）御嵩重機建設
業（債務）
７号
御嵩１・２、井尻

契約金額（円）

工事（業務）概要

岐阜県加茂郡白川町
黒川2465-1

平成24年5月11日

主要地方道 恵那蛭川
工第２３災５３ 公共 道路災害復旧事
東白川線 加茂郡東 土木一式工事 山田土建（株）
８号
業（債務）
白川村神土

施工（履行）期間

岐阜県可児郡御嵩町
比衣433

平成24年7月3日
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1回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月13日

工第Ｈ２３災４
木曽川水系 切木川
公共 河川災害復旧事
９８・５０２・５０
可児郡 御嵩町 小原
業（債務）
３号
ほか

土木一式工事 （株）天野建設

土木一式工事 （株）國本起業

土木一式工事 （株）長尾土建

平成24年 2月13日～
平成24年 8月 5日

第498号 復旧延長 L＝47．9ｍ（右岸L＝36．9m 左岸L＝16．0m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝51．7m SL＝2．5～4．6m A＝
174m2
第502号 復旧延長 L＝48．9ｍ（右岸L＝48．9m）
30,975,000
コンクリートフ゛ロック積工 L＝48．3m SL＝2．8～3．9m A＝
164m2
第503号 復旧延長 L＝58．3ｍ（右岸L＝14．6m 左岸L＝58．3m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝58．5m SL＝4．9～6．6 A＝256m2

平成24年2月13日～
平成24年12月25日

第498号 復旧延長 L＝46．7ｍ（右岸L＝35．2m 左岸L＝16．5m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝50．0m SL＝2．5～4．6m A＝
169m2
第502号 復旧延長 L＝48．9ｍ（右岸L＝48．9m）
32,578,350
コンクリートフ゛ロック積工 L＝48．3m SL＝2．8～3．9m A＝
164m2
第503号 復旧延長 L＝57．7ｍ（右岸L＝14．3m 左岸L＝57．7m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝57．2m SL＝5．1～6．6 A＝254m2

第499号 復旧延長 L＝30．7ｍ（右岸L＝11．6m 左岸L＝20．7m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
L＝31．4m SL＝2．2～4．2m A＝98m2
15,540,000
第500号 復旧延長 L＝81．6ｍ（右岸L＝69．6m 左岸L＝40．2m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
L＝108．0m SL＝1．6～2．1m A＝209m2

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年7月1日

第499号 復旧延長 L＝30．7ｍ（右岸L＝11．6m 左岸L＝20．7m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
L＝31．4m SL＝2．2～4．2m A＝98m2
15,964,200
第500号 復旧延長 L＝81．6ｍ（右岸L＝69．6m 左岸L＝40．2m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
L＝108．0m SL＝1．6～2．1m A＝209m2

残土処理地の変更。土質確認結果による護岸の変更。 3回目

―

当初

岐阜県可児郡御嵩町
比衣442-1

台風１５号に伴う豪雨により被災した本箇所につい
て、本設計書のとおり復旧工事を実施したい。

平成24年 2月13日～
平成24年 2月13日
平成24年 6月 1日

本工事（１） 第485号 神淵川 神淵１
復旧延長 L＝13．0ｍ（左岸L＝13．0m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝12．7m SL＝4．3～4．6m A＝58m2
8,400,000
本工事（２） 第486号 神淵川 神淵２
復旧延長 L＝6．0ｍ（左岸L＝6．0m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝5．7m SL＝4．7m A＝27m2

平成24年2月13日～
平成24年12月15日
平成25年1月10日

本工事（１） 第485号 神淵川 神淵１
復旧延長 L＝13．0ｍ（左岸L＝13．0m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝12．7m SL＝4．3～4．6m A＝58m2
9,120,300
残土処理地の変更
本工事（２） 第486号 神淵川 神淵２
復旧延長 L＝6．0ｍ（左岸L＝6．0m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝5．7m SL＝4．7m A＝27m2

岐阜県加茂郡七宗町
神渕1929-2

平成24年 2月13日

工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 黒川 加
土木一式工事 丸ス産業（株）
７９・４８０号
業（債務）
茂郡 白川町 三川１・２

工事（業務）概要

平成24年 2月13日～
平成24年2月13日
平成24年 7月 1日

平成24年6月1日

木曽川水系 神淵川
工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧事
加茂郡 七宗町 神淵
８５・４８６号
業（債務）
１，２

契約金額（円）

岐阜県可児郡御嵩町
中切960-1

平成24年12月17日

木曽川水系 切木川
工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧事
可児郡 御嵩町 小原
９９・５００号
業（債務）
２，３

施工（履行）期間

平成24年 2月13日～
平成24年 7月16日

４７９号 復旧延長Ｌ＝２６．５ｍ（左岸Ｌ＝２６．５ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝２６．２ｍ ＳＬ＝５．１～５．４ｍ Ａ＝１３７ｍ２
４８０号 復旧延長Ｌ＝５８．２ｍ（右岸Ｌ＝３７．５ｍ 左岸Ｌ＝２０．７
27,195,000
ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸Ｌ＝１１．２ｍ ＳＬ＝６．１ｍ Ａ＝６３ｍ２
左岸Ｌ＝２０．１ｍ ＳＬ＝６．５～６．８ｍ Ａ＝１３４ｍ２

平成24年2月13日～
平成24年12月20日

４７９号 復旧延長Ｌ＝２６．５ｍ（左岸Ｌ＝２６．５ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝２６．２ｍ ＳＬ＝５．１～５．４ｍ Ａ＝１３７ｍ２
４８０号 復旧延長Ｌ＝５８．２ｍ（右岸Ｌ＝３７．５ｍ 左岸Ｌ＝２０．７
26,948,250
ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸Ｌ＝１１．０ｍ ＳＬ＝６．３～６．６ｍ Ａ＝６５ｍ２
左岸Ｌ＝２０．１ｍ ＳＬ＝６．５～６．８ｍ Ａ＝１３４ｍ２

岐阜県加茂郡白川町
三川1270

平成24年12月7日
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―

1回目

当初

2回目

―

残土処理地の変更。岩盤線確認結果による護岸工
変更。

当初

3回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月13日

工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 黒川
７３号
業（債務）
加茂郡 白川町 河岐

土木一式工事 （株）安江土建

平成24年 2月13日

平成24年 2月13日

土木一式工事 （株）中濃

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年 2月13日～
平成24年 7月11日

復旧延長 L＝9．5m（右岸L＝9．5m）
大型ブロック積工
右岸 L＝9．2m SL＝9．9～10．0m A＝92m2
19,530,000 小口止工 N＝1基 すり付け工 A＝12m2
工事用道路工 L＝48m
締切排水工 N＝1箇所
大型土のう工 N＝88袋

平成24年2月13日～
平成24年7月11日

復旧延長 L＝9．5m（右岸L＝9．5m）
大型ブロック積工
右岸 L＝9．2m SL＝9．9～10．0m A＝92m2
19,574,100 小口止工 N＝1基 すり付け工 A＝12m2
工事用道路工 L＝48m
締切排水工 N＝1箇所
大型土のう工 N＝88袋

残土処理地の変更

1回目

平成24年 2月13日～
平成24年 7月16日

復旧延長 L＝117．7m （右岸L＝117．7m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
L＝117．1m SL＝3．9～5．9m A＝628m2
27,195,000 小口止工 N＝2基
すり付け工（練石積） A＝11m2
工事用道路（W＝4．0m） L＝225m
大型土のう N＝86袋

―

当初

平成24年 2月13日～
平成24年 7月16日

復旧延長 L＝117．7m （右岸L＝117．7m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
L＝117．1m SL＝3．9～6．1m A＝638m2
28,588,350 小口止工 N＝2基
すり付け工（練石積） A＝11m2
工事用道路（W＝4．0m） L＝225m
大型土のう N＝86袋

残土処理の変更

1回目

平成24年 2月13日～
平成24年 8月 5日

H23災252号矢戸川（矢戸） 復旧延長 L＝32．0m（右岸L＝6．0m，左
岸L＝32．0m）
練石積工 L＝37．1m、SL＝4．2～5．6m A＝175m2
H23災454号矢戸川（矢戸） 復旧延長 L＝41．0m（左岸L＝41．0m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）L＝7．3m SL＝3．7～4．1m A
＝29m2
28,350,000
H23災455号矢戸川（矢戸） 復旧延長 L＝55．8m（右岸L＝41．2m，左
岸L＝20．2m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）L＝36．5m、SL＝3．2m A＝
117m2
コンクリートフ゛ロック張工（植生に配慮）L＝15．1m、SL＝3．2～5.8m
A＝65m2

平成24年2月13日～
平成25年1月15日

H23災252号矢戸川（矢戸） 復旧延長 L＝32．0m（右岸L＝6．0m，左
岸L＝32．0m）
練石積工 L＝37．1m、SL＝3．7～5．0m A＝157m2
H23災454号矢戸川（矢戸） 復旧延長 L＝41．0m（左岸L＝41．0m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）L＝6．6m SL＝3．7～4．1m A
＝27m2
残土処理地の変更。詳細測量、岩盤確認結果に基
27,970,950
H23災455号矢戸川（矢戸） 復旧延長 L＝55．8m（右岸L＝41．2m，左 づく護岸工の変更。
岸L＝20．2m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）L＝34．5m、SL＝3．2m A＝
110m2
コンクリートフ゛ロック張工（植生に配慮）L＝24．9m、SL＝3．2～5.8m
A＝111m2

岐阜県美濃加茂市本
郷町3丁目16番地7

平成24年 6月22日

工第Ｈ２３災２
公共 河川災害復旧事 木曽川水系 横市川
５２・４５４・４５
業（債務）
可児市 矢戸
５号

契約金額（円）

岐阜県加茂郡白川町
黒川2465-1

平成24年6月25日

木曽川水系 荒川 加
工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復
茂郡 八百津町 八百 土木一式工事 塚本産業（株）
０６号
旧事業（債務）
津１

施工（履行）期間

―

当初

岐阜県可児市坂戸792

平成24年12月10日

18 / 46 ページ

4回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月13日

工第２３災３７
公共 道路災害復旧事 一般国道 ２５６号
４・３７５外３箇
土木一式工事 丸ス産業（株）
業
加茂郡白川町白山 他
所号

平成24年 2月13日

土木一式工事 （株）大竹工務店

契約金額（円）

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年 2月13日～
平成24年 3月28日

２３災３７４号 復旧延長 Ｌ＝１２．５ｍ Ｗ＝３．３（４．５）ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝１１．３ｍＳＬ＝３．４４～
７．１３ｍＡ＝６２ｍ２
２３災３７５号 復旧延長 Ｌ＝１１．５ｍ Ｗ＝３．０（４．０）ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝１０．９ｍＳＬ＝２．０～４．
39,375,000
１ｍＡ＝２９ｍ２
２３災５２４号 復旧延長 Ｌ＝２５．０ｍ Ｗ＝３．５（４．５）ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝２４．４ｍＳＬ＝５．２～６．
７ｍＡ＝１５８ｍ２
２３災５２５号 復旧延長 Ｌ＝２５．５ｍ Ｗ＝６．５（８．８）ｍ

平成24年2月13日～
平成24年12月6日

２３災３７４号 復旧延長 Ｌ＝１２．５ｍ Ｗ＝３．３（４．５）ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝１１．３ｍＳＬ＝３．４４～
７．１３ｍＡ＝６２ｍ２
２３災３７５号 復旧延長 Ｌ＝１１．５ｍ Ｗ＝３．０（４．０）ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝１０．９ｍＳＬ＝２．０～４．
39,367,650
１ｍＡ＝３１ｍ２
２３災５２４号 復旧延長 Ｌ＝２５．０ｍ Ｗ＝３．５（４．５）ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝２４．４ｍＳＬ＝５．２～６．
７ｍＡ＝１７２ｍ２
２３災５２５号 復旧延長 Ｌ＝２５．５ｍ Ｗ＝６．５（８．８）ｍ

平成24年 2月13日～
平成24年 7月11日

H23災325号久々利川（久々利） 復旧延長 L＝81．1m（右岸L＝23．
2m，左岸L＝74．1m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝18．7m、SL＝4．2
～4．5m A＝82m2
左岸 L＝19．2m、SL＝4．3m A＝83m2
21,701,400 連節フ゛ロック張工 左岸 L＝32．0m、SL＝3．9～5．4m A＝135m2
H23災326号久々利川（久々利） 復旧延長 L＝32．0m（右岸L＝15．
0m，左岸L＝17．0m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝14．7m、SL＝4．1
～4．7m A＝67m2
根継工 L＝17．0m、H＝2．0～2．3m V＝16m3

平成24年 2月13日～
平成24年11月22日

H23災325号久々利川（久々利） 復旧延長 L＝81．1m（右岸L＝23．
2m，左岸L＝74．1m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝18．7m、SL＝4．2
～4．5m A＝82m2
左岸 L＝19．2m、SL＝4．3m A＝83m2
23,123,100 連節フ゛ロック張工 左岸 L＝32．0m、SL＝3．9～5．4m A＝135m2
H23災326号久々利川（久々利） 復旧延長 L＝32．0m（右岸L＝15．
0m，左岸L＝17．0m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝14．9m、SL＝4．1
～4．7m A＝68m2
根継工 L＝17．0m、H＝2．0～2．3m V＝16m3

残土処理地の変更。

3回目

平成24年2月13日～
平成24年11月22日

H23災325号久々利川（久々利） 復旧延長 L＝81．1m（右岸L＝23．
2m，左岸L＝74．1m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝18．7m、SL＝4．2
～4．5m A＝82m2
左岸 L＝19．2m、SL＝4．3m A＝83m2
22,947,750 連節フ゛ロック張工 左岸 L＝32．0m、SL＝3．9～5．4m A＝135m2
H23災326号久々利川（久々利） 復旧延長 L＝32．0m（右岸L＝15．
0m，左岸L＝17．0m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝14．9m、SL＝4．1
～4．7m A＝68m2
根継工 L＝17．0m、H＝2．0～2．3m V＝16m3

残土処理地の変更

4回目

岐阜県加茂郡白川町
三川1270

平成24年11月30日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 久々利川
２５・３２６号
業（債務）
可児市 久々利

施工（履行）期間

岐阜県可児市今渡
301-12

平成24年11月 8日

平成24年11月21日
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・２３災３７４号：仮設大型土のうを必要個数に減工。
・２３災３７５号：施工中の背面土砂崩落のため、舗
装復旧面積の増工。
・２３災５２４号：掘削の結果、当初推定した岩盤線の
位置が変更となった。
：仮設道路の防護のため大型土のう
を増工した。

―

5回目

当初

【公表様式】
工事（委託）
番号

工事（業務）名

施工場所

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 可児川
１７・４５１号
業（債務）
可児市 平貝戸

工事（業務）
種別

契約の相手方の
商号又は名称

土木一式工事 （有）巴建設

木曽川水系 荒川 加
工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復
茂郡 八百津町 八百 土木一式工事 （株）日進建設
０７号
旧事業（債務）
津２

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

施工（履行）期間

契約金額（円）

―

当初

平成24年5月7日

平成24年2月13日～
平成24年6月1日

H23災317号可児川（渕之上） 復旧延長 L＝26．0m（左岸L＝26．0m）
根継工（一法型） L＝26．0m、H＝1．5m、V＝22m3
8,591,100 H23災451号可児川（平貝戸） 復旧延長 L＝113．1m（左岸L＝113．
大型土のうを再利用から処分に変更したい。
1m）
天端保護工（連節ブロック） L＝106．6m、A＝207m2

平成24年 2月13日

平成24年 2月13日～
平成24年 5月27日

5,313,000

平成24年5月15日

平成24年2月13日～
平成24年5月27日

復旧延長 L＝12．5ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
4,878,300
左岸 L＝12．5ｍ SL＝5．0ｍ A＝60ｍ2
小口止工 N＝2基
すりつけ工（練石積工） A＝ 9ｍ2

岐阜県可児市久々利
739-3

復旧延長 L＝12．5ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
左岸 L＝12．5ｍ SL＝5．0ｍ A＝60ｍ2
小口止工 N＝2基
すりつけ工（練石積工） A＝13ｍ2

―

1回目

当初

岐阜県美濃加茂市下
米田為岡88

岐阜県加茂郡東白川
村越原1351

平成24年11月1日

平成24年11月15日

２３災１７９号
復旧延長 Ｌ＝１０．０ｍ Ｗ＝３．５（４．５）ｍ
7,224,000 コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） Ａ＝７４ｍ2
取付石積工 Ａ＝１１ｍ2 小口止工 Ｎ＝１基
仮設道路 Ｌ＝７０ｍ
大型土のう工 Ｎ＝４５袋

現地状況に基づき、擦り付け工を変更したい。

1回目

―

当初

２３災１７９号
復旧延長 Ｌ＝１０．０ｍ Ｗ＝３．５（４．５）ｍ
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） Ａ＝７４ｍ2
取付石積工 Ａ＝１１ｍ2 小口止工 Ｎ＝１基
仮設道路 Ｌ＝７０ｍ
大型土のう工 Ｎ＝４５袋

・掘削の結果岩盤が確認されたので、掘削方法の変
更及びブロック積基礎を岩着基礎に変更したい。
・建設発生土の運搬先を変更したい。

2回目

平成24年 2月13日～
平成24年 3月28日

第23災180号 復旧延長L＝10．0m W＝6．0（11．5）m
重力式擁壁工（H＝2．0m） L＝10．0m 取付石積工 A＝2m2
舗装復旧工 A＝26m2
28,245,000 第23災383号 復旧延長L＝14．2m W＝5．5（6．5）m
大型ブロック積工（t＝1200） A＝122m2
防護柵撤去・設置工 L＝16m 舗装版撤去・復旧工 A＝23m2
第23災533号 復旧延長L＝19．5m W＝4．0（5．0）m

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年12月1日

第23災180号 復旧延長L＝10．0m W＝6．0（11．5）m
重力式擁壁工（H＝2．0m） L＝10．0m 取付石積工 A＝2m2
舗装復旧工 A＝26m2
24,820,950 第23災383号 復旧延長L＝14．2m W＝5．5（6．5）m
大型ブロック積工（t＝1200） A＝122m2
防護柵撤去・設置工 L＝16m 舗装版撤去・復旧工 A＝23m2
第23災533号 復旧延長L＝19．5m W＝4．0（5．0）m

・現場状況による仮設計画の変更。

4回目

平成24年2月13日～
平成24年12月1日

第23災180号 復旧延長L＝10．0m W＝6．0（11．5）m
重力式擁壁工（H＝2．0m） L＝10．0m 取付石積工 A＝2m2
舗装復旧工 A＝26m2
24,416,700 第23災383号 復旧延長L＝14．2m W＝5．5（6．5）m
大型ブロック積工（t＝1200） A＝116m2
防護柵撤去・設置工 L＝16m 舗装版撤去・復旧工 A＝23m2
第23災533号 復旧延長L＝19．5m W＝4．0（5．0）m

・２３災３８３号：ブロック積の精査により面積の変更。

5回目

岐阜県加茂郡白川町
上佐見131

平成24年 2月13日

土木一式工事 （株）立保土木

変更回次

平成24年 2月13日～
平成24年 6月 1日

平成24年5月11日

工第２３災１８
一般国道 ２５６号 他
公共 道路災害復旧事
０・３８３・５３３
加茂郡 東白川村 神
業
号
土 他

変更理由

平成24年 2月13日

平成24年 2月13日～
平成24年2月13日
平成24年 3月28日
工第２３災１７ 公共 道路災害復旧事 一般国道 ２５６号 加
土木一式工事 安田建設（株）
９号
業
茂郡 白川町 上佐見

工事（業務）概要

H23災317号可児川（渕之上） 復旧延長 L＝26．0m（左岸L＝26．0m）
根継工（一法型） L＝26．0m、H＝1．5m、V＝22m3
8,767,500 H23災451号可児川（平貝戸） 復旧延長 L＝113．1m（左岸L＝113．
1m）
天端保護工（連節ブロック） L＝106．6m、A＝212m2

平成24年2月13日～
平成24年5月31日
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6,032,250

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

工第道改－１
１号

県単 緊急防災対策

一般国道 ２５６号 加
土木一式工事 （株）ニシノ
茂郡 白川町 上佐見

岐阜県加茂郡八百津
町八百津3321-12

変更回次

―

当初

平成24年 2月20日～
平成24年10月31日

・残土運搬距離の変更。

2回目

平成24年11月 1日

平成24年 2月20日～
平成24年11月30日

復旧延長 L＝59．0m W＝5．5（7．0）m
掘削工 V＝19，280m3
植生基材吹付工（t＝5cm） A＝2，180m2
178,606,050 張コンクリート工（t＝10cm） A＝721m2
排水構造物工（BF－300） L＝283m
地下水排除工 横ボーリング工 L＝485m 流末処理工 N＝1式
構造物取壊工 V＝6m3 仮設工 N＝1式

・掘削後の法面積の確認結果による面積の変更。
・現地地形に合わせたボーリング足場面積の変更。

4回目

平成24年 2月20日

平成24年 2月20日～
平成24年 3月28日

13,177,500

施工延長 Ｌ＝８４．２ｍ Ｗ＝４．０（５．０）ｍ
土 工 切土Ｖ＝８２０ｍ3
排水工 ＰＵ３－３００×３００ Ｌ＝５６ｍ、Ｌ型側溝 Ｌ＝２８ｍ
落石防護柵工 Ｈ＝２．０ｍ Ｌ＝４５．６ｍ

―

当初

平成24年 6月1日

平成24年 2月20日～
平成24年 7月31日

13,977,600

施工延長 Ｌ＝８４．２ｍ Ｗ＝４．０（５．０）ｍ
土 工 切土Ｖ＝８２０ｍ3
排水工 ＰＵ３－３００×３００ Ｌ＝５６ｍ、Ｌ型側溝 Ｌ＝２８ｍ
落石防護柵工 Ｈ＝２．０ｍ Ｌ＝４５．６ｍ

平成24年 2月20日～
平成24年 8月12日

【５１１号 石川】 復旧延長 L＝85．9m （右岸L＝58．0m、左岸L＝
55．0m）
コンクリートブロック積工L＝107．9m SL＝2．1～3．9m A＝323m2
根固ブロック（0．5t） N＝66個
29,715,000
【５１９号 亀洞川】 復旧延長 L＝31．3m （右岸L＝17．8m、左岸L
＝15．0m）
コンクリートブロック積工L＝31．9m SL＝3．1～3．7m A＝116m2
根固ブロック（1．0t） N＝9個

平成24年 2月20日～
平成24年11月30日

【５１１号 石川】 復旧延長 L＝85．9m （右岸L＝58．0m、左岸L＝
55．0m）
コンクリートブロック積工L＝107．9m SL＝2．1～3．9m A＝320m2
根固ブロック（0．5t） N＝44個
27,877,500
仮設計画の変更。残土処分地の変更。
【５１９号 亀洞川】 復旧延長 L＝31．3m （右岸L＝17．8m、左岸L
＝15．0m）
コンクリートブロック積工L＝31．9m SL＝3．1～3．7m A＝116m2
根固ブロック（1．0t） N＝6個

2回目

平成24年 2月20日～
平成24年 7月23日

復旧延長 L＝148．2m （左岸L＝66．4m、右岸L＝54．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
左岸 L＝66．4m SL＝2．7～4．4m A＝229m2
右岸 L＝54．0m SL＝2．8～4．3m A＝191m2
27,434,400
練石積工 A＝34m2
床固工 N＝1基
帯工 N＝4基

当初

平成24年 2月20日～
平成24年11月30日

復旧延長 L＝148．2m （左岸L＝66．4m、右岸L＝54．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
左岸 L＝68．4m SL＝2．7～4．4m A＝241m2
右岸 L＝56．0m SL＝2．8～4．3m A＝202m2
24,373,650
練石積工 A＝0m2
床固工 N＝1基
帯工 N＝4基

平成24年 9月18日

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東5739
地元調整の結果、全面通行止めでの施工が可能と
なったため、交通整理員を減じたい。
当初予定の残土受入地が受入不能となったため、
残土処理距離を増やしたい。

―

3回目

当初

岐阜県加茂郡八百津
町八百津3321-12

平成24年 2月20日

土木一式工事 北川工務（株）

変更理由

復旧延長 L＝59．0m W＝5．5（7．0）m
掘削工 V＝19，280m3
植生基材吹付工（t＝5cm） A＝2，140m2
178,613,400 張コンクリート工（t＝10cm） A＝759m2
排水構造物工（BF－300） L＝331m
地下水排除工 横ボーリング工 L＝485m 流末処理工 N＝1式
構造物取壊工 V＝4m3 仮設工 N＝1式

平成24年11月22日

木曽川水系 辛沢川
工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復
加茂郡 八百津町 伊
１６号
旧事業（債務）
岐津志２

工事（業務）概要

平成24年 2月20日～
平成24年10月31日

平成24年 2月20日

木曽川水系 石川・亀洞
工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復
川 加茂郡 八百津町 土木一式工事 （株）土谷組
１１・５１９号
旧事業（債務）
和知

契約金額（円）

復旧延長 L＝59．0m W＝5．5（7．0）m
掘削工 V＝19，280m3
植生基材吹付工（t＝5cm） A＝2，140m2
149,100,000 張コンクリート工（t＝10cm） A＝759m2
排水構造物工（BF－300） L＝331m
地下水排除工 横ボーリング工 L＝485m 流末処理工 N＝1式
構造物取壊工 V＝4m3 仮設工 N＝1式

平成24年 2月20日

一般県道 中野方七宗
工第２３災３８ 公共 道路災害復旧事
線 加茂郡 八百津 土木一式工事 （株）土谷組
４号
業（債務）
町 福地

施工（履行）期間

岐阜県美濃加茂市西
町5-71

平成24年11月16日
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―

床固工を落差工へ変更。合算による諸経費の変
更。残土処分地の変更。

3回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月20日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 可児川
１８号
業（債務）
可児郡 御嵩町 次月

土木一式工事 （株）御嵩重機建設

平成24年 2月20日

平成24年 2月20日

木曽川水系 辛沢川
加茂郡 八百津町 伊
岐津志１

土木一式工事 北川工務（株）

木曽川水系 津橋川
可児郡 御嵩町 津橋
２・３

土木一式工事 （株）天野建設

平成24年 2月20日～
平成24年 7月23日

平成24年2月20日～
平成25年3月20日

復旧延長 L＝ 83．5m（右岸L＝83．5m 左岸 L＝34．9m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝ 83．2m SL＝2．6～3．5m A＝231m2
15,554,700
左岸 L＝ 34．6m SL＝2．6～2．8m A＝ 90m2
小口止工 N＝2基
帯工 N＝0基
護床ブロック（2t）N＝ 0個

平成24年 2月20日～
平成24年 7月 8日

復旧延長 L＝30．2m （右岸L＝14．4m、右岸L＝26．0m）
コンクリートブロック積（植生に配慮）
右岸 L＝26．0m SL＝3．8～5．1m A＝117m2
15,120,000 左岸 L＝14．4m SL＝3．4～5．9m A＝70m2
根固ブロック（0．5t） N＝90個
工事用道路（W＝4．0m） L＝117m
掛樋工（φ 600） L＝132m

平成24年2月20日～
平成24年8月18日

復旧延長 L＝30．2m （右岸L＝14．4m、右岸L＝26．0m）
コンクリートブロック積（植生に配慮）
右岸 L＝26．0m SL＝3．8～5．1m A＝117m2
14,927,850 左岸 L＝14．4m SL＝3．4～5．9m A＝70m2
根固ブロック（0．5t） N＝70個
工事用道路（W＝4．0m） L＝117m
掛樋工（φ 600） L＝132m

平成24年 2月20日～
平成24年 7月 8日

復旧延長 L＝41．6m （左岸L＝25．4m、右岸L＝33．6m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸L＝32．2m SL＝2．8～4．1m A＝109m2
14,836,500
左岸L＝22．5m SL＝3．7～4．8m A＝91m2
小口止工 N＝2基
根固ブロック（0．5t） N＝49個

平成24年2月20日～
平成24年8月31日

復旧延長 L＝41．6m （左岸L＝25．4m、右岸L＝33．6m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸L＝32．2m SL＝2．7～4．1m A＝107m2
10,265,850
左岸L＝22．5m SL＝2．9～4．8m A＝82m2
小口止工 N＝2基
根固ブロック（0．5t） N＝30個

変更理由

変更回次

―

当初

関連事業の計画変更にともなう変更。

―

詳細測量結果に基づく、根固ブロック及びふとんか
ごの設置数変更。

―

3回目

当初

2回目

当初

岐阜県美濃加茂市西
町5-71

平成24年8月24日

工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧
６２・４６３号
事業（債務）

工事（業務）概要

復旧延長 L＝107．8m（右岸L＝83．5m 左岸 L＝107．8m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝ 82．6m SL＝3．2～3．5m A＝269．3*
26,985,000
左岸 L＝106．9m SL＝3．2～3．5m A＝346．3*
小口止工 N＝2基
帯工 N＝1基
護床ブロック（2t）N＝12個

岐阜県加茂郡八百津
町八百津3321-12

平成24年8月1日

工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害
１５号
復旧事業（債務）

契約金額（円）

岐阜県可児郡御嵩町
比衣433

平成25年2月25日

工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復 木曽川水系 石川 加
土木一式工事 （株）土谷組
１０号
旧事業（債務）
茂郡 八百津町 野上

施工（履行）期間

平成24年 2月20日～
平成24年 2月20日
平成24年 7月 8日

【４６２号 津橋２】 復旧延長 L＝9．0m（左岸）
コンクリートブロック積（植生に配慮）
L＝8．4m SL＝3．8～4．0m A＝33m2
18,690,000
【４６３号 津橋３】 復旧延長 L＝68．0m（右岸）
コンクリートブロック積（植生に配慮）
L＝67．1m SL＝1．3～4．5m A＝339m2

平成24年2月20日～
平成24年12月18日
平成24年12月31日

【４６２号 津橋２】 復旧延長 L＝9．0m（左岸）
コンクリートブロック積（植生に配慮）
L＝8．4m SL＝3．8～4．0m A＝33m2
19,327,350
【４６３号 津橋３】 復旧延長 L＝68．0m（右岸）
コンクリートブロック積（植生に配慮）
L＝67．1m SL＝1．3～4．5m A＝337m2

岐阜県可児郡御嵩町
中切960-1
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岩盤確認にともなう、護岸工の法長及び基礎工の変更。2回目

―

残土処分地及び仮設工の変更

当初

4回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月20日

工第Ｈ２３災４
公共 河川災害復旧
６１・４６４・４６
事業（債務）
５号

木曽川水系 津橋川
可児郡 御嵩町 津橋
１、美佐野１・２

土木一式工事 （株）天野建設

平成24年 2月20日

普通河川 荒川 加
茂郡 八百津町 八百
津３

土木一式工事 （株）栗山組

平成24年 2月20日

土木一式工事 （株）ニシノ

平成24年 2月20日～
平成24年 8月22日

工事（業務）概要

【４６１号 津橋川】 復旧延長 L＝74．0m （右岸L＝51．5m、左岸L＝
22．5m）
コンクリートブロック積工 L＝51．2m SL＝4．8～5．8m A＝296m2
石張工 L＝9．4m SL＝4．6～6．2m A＝56m2 根継工 L＝12．
41,580,000 5m A＝18m3
【４６４号 津橋川】 復旧延長 L＝11．5m（右岸L＝11．5m）
コンクリートブロック積工 L＝10．9m SL＝3．6～4．0m A＝41m2
【４６５号 津橋川】 復旧延長 L＝55．0m（右岸L＝55．0m）
コンクリートブロック積工 L＝55．0m SL＝4．1～5．1m A＝247m2

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年2月20日
平成24年11月30日

【４６１号 津橋川】 復旧延長 L＝74．0m （右岸L＝51．5m、左岸L＝
22．5m）
コンクリートブロック積工 L＝51．2m SL＝4．5～5．8m A＝295m2
石張工 L＝9．4m SL＝4．6～6．2m A＝56m2 根継工 L＝12．
42,893,550 5m A＝18m3
残土処分地の変更
【４６４号 津橋川】 復旧延長 L＝11．5m（右岸L＝11．5m）
コンクリートブロック積工 L＝10．9m SL＝3．6～4．0m A＝41m2
【４６５号 津橋川】 復旧延長 L＝55．0m（右岸L＝55．0m）
コンクリートブロック積工 L＝55．0m SL＝4．1～5．1m A＝243m2

3回目

平成24年 2月20日～
平成24年 9月 6日

復旧延長 L＝427．0ｍ（右岸L＝258．8m 左岸L＝168．6m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）右岸L＝257．9m SL＝3．7～
4．0m A＝997m2
57,729,000
左岸 L＝167．1m SL＝3．8～4．5m A＝671m2 小口止工 N＝8基
土砂除去 V＝3100m3 掘削工 V＝670m3
盛土（BA1）V＝1100m3 盛土（BA2）V＝2900m3

平成24年2月20日～
平成24年10月10日

復旧延長 L＝427．0ｍ（右岸L＝258．8m 左岸L＝168．6m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）右岸L＝257．9m SL＝3．7～
4．0m A＝988m2
58,289,700
建設発生土等の処分に関する変更。
左岸 L＝167．2m SL＝3．8～4．5m A＝671m2 小口止工 N＝7基
土砂除去 V＝3100m3 掘削工 V＝670m3
盛土（BA1）V＝1000m3 盛土（BA2）V＝2500m3

2回目

平成24年 2月20日～
平成24年 9月16日

第351号 復旧延長L＝33．0m 練石積工A＝89m2 フ゛ロック積工A
＝143m2
第352号 復旧延長L＝35．0m 練石積工A＝186m2 フ゛ロック積工A
＝45m2
76,650,000 第353号 復旧延長L＝18．0m 練石積工A＝71m2
第487号 復旧延長L＝68．5m フ゛ロック積工A＝257m2 フ゛ロック積
直工A＝114m2
第488号 復旧延長L＝104．4m 練石積工A＝181m2 巨石積工A＝
158m2

当初

平成24年2月20日～
平成25年2月14日

第351号 復旧延長L＝33．0m 練石積工A＝89m2 フ゛ロック積工A
＝143m2
第352号 復旧延長L＝35．0m 練石積工A＝186m2 フ゛ロック積工A
＝45m2
80,301,900 第353号 復旧延長L＝18．0m 練石積工A＝71m2
残土処理地の変更
第487号 復旧延長L＝68．5m フ゛ロック積工A＝257m2 フ゛ロック積
直工A＝114m2
第488号 復旧延長L＝104．4m 練石積工A＝180m2 巨石積工A＝
153m2

―

当初

岐阜県加茂郡坂祝町
酒倉2008

平成24年10月2日

工第Ｈ２３災４
木曽川水系 稲田川
公共 河川災害復旧事
８７・４８８外３
加茂郡 白川町 下佐
業（債務）
箇所号
見

契約金額（円）

岐阜県可児郡御嵩町
中切960-1

平成24年11月9日

工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害
０８号
復旧事業（債務）

施工（履行）期間

―

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東5739

平成25年2月1日
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4回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

施工（履行）期間

契約金額（円）

平成24年 2月20日～
平成24年 2月20日
平成24年 9月16日

工第Ｈ２３災３
公共 河川災害復旧
３９・３４０外５
事業（債務）
箇所号

木曽川水系 佐見川
加茂郡 白川町 下佐
見

土木一式工事 （株）ニシノ

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東5739

平成25年2月4日

平成24年 2月20日

工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧
４２外４箇所号 事業（債務）

木曽川水系 白川
加茂郡 白川町 和泉
１・２、河岐１・２・３

土木一式工事 大脇建設（株）

平成24年 2月20日

木曽川水系 黒川 加
茂郡 白川町 黒川３、 土木一式工事 （株）安江土建
４、５

L＝15．0m練石積工 L＝14．4m SL＝5．5m A＝

339号 復旧延長
79m2
340号 復旧延長
129m2
341号 復旧延長
205m2
342号 復旧延長
75,115,950
A＝247m2
343号 復旧延長
A＝88m2
344号 復旧延長
A＝71m2
483号 復旧延長
144m2

L＝15．0m練石積工 L＝14．4m SL＝5．5m A＝

変更回次

―

当初

残土処理地の変更。岩盤確認による護岸工の変更。

5回目

―

当初

L＝19．0m練石張工 L＝18．4m SL＝7．8m A＝
L＝43．0mフ゛ロック積 L＝42．7m SL＝4．8m A＝
L＝49．0m練石積工 L＝47．8m SL＝4．6～5．4m
L＝14．0mフ゛ロック積L＝13．7m SL＝6．3～6．6m
L＝17．0mフ゛ロック積L＝16．4m SL＝4．2～4．6m
L＝82．0m練石積張工A＝196m2 巨石積工A＝

L＝19．0m練石張工 L＝18．4m SL＝7．8m A＝
L＝43．0mフ゛ロック積 L＝42．7m SL＝4．8m A＝
L＝49．0m練石積工 L＝47．8m SL＝4．6～5．4m
L＝14．0mフ゛ロック積L＝13．7m SL＝6．3～6．6m
L＝17．0mフ゛ロック積L＝16．4m SL＝4．2～4．6m
L＝82．0m練石積張工A＝214m2 巨石積工A＝

平成24年 2月20日～
平成24年 9月 6日

平成24年2月20日～
平成25年3月15日

442号L＝7．8m 練石積工L＝7．3m SL＝5．2～6．5m A＝44m2
443号L＝21．2m フ゛ロック張工L＝20．9m SL＝5．5～8．7m A＝
147m2
446号L＝21．0m 練石積工 L＝12．1m SL＝2．9～3．5m A＝38m2
フ゛ロック積工L＝8．6m SL＝2．9～3．3m A＝29m2
66,948,000
447号L＝35．7m フ゛ロック張工L＝25．1m SL＝9．0～9．7ｍ A＝
234m2
フ゛ロック積工L＝9．4m SL＝4．5～5．1ｍ A＝45m2
448号L＝43．6m フ゛ロック積工L＝43．3m SL＝4．1～7．5ｍ A＝
278m2

平成24年 2月20日～
平成24年 8月27日

２３災４７６号 復旧延長 L＝140．5m（右岸L＝68．4m 左岸L＝79．
1m）
ブロック積工（植生に配慮） L＝63．1m SL＝4．1～7．9m A＝
341m2
53,760,000
２３災４７７号 復旧延長 L＝32．0m（右岸）
ブロック積工（植生に配慮）L＝31．7m SL＝4．5～5．7m A＝164m2
２３災４７８号 復旧延長 L＝115．6（右岸L＝7．5m 左岸L＝108．1m）
ブロック積工（植生に配慮）L＝27．7m SL＝3．6～6．3m A＝131m2

平成24年2月20日～
平成25年3月7日

２３災４７６号 復旧延長 L＝140．5m（右岸L＝68．4m 左岸L＝79．
1m）
ブロック積工（植生に配慮） L＝63．1m SL＝4．1～7．9m A＝
350m2
50,870,400
残土処理地の変更
２３災４７７号 復旧延長 L＝32．0m（右岸）
ブロック積工（植生に配慮）L＝31．7m SL＝4．6～5．9m A＝168m2
２３災４７８号 復旧延長 L＝115．6（右岸L＝7．5m 左岸L＝108．1m）
ブロック積工（植生に配慮）L＝27．6m SL＝3．6～6．3m A＝130m2

岐阜県加茂郡白川町
黒川2465-1

平成25年1月17日

339号 復旧延長
79m2
340号 復旧延長
144m2
341号 復旧延長
205m2
342号 復旧延長
77,385,000
A＝247m2
343号 復旧延長
A＝88m2
344号 復旧延長
A＝71m2
483号 復旧延長
133m2

変更理由

442号L＝7．8m 練石積工L＝7．8m SL＝5．2～6．5m A＝60m2
443号L＝21．2m フ゛ロック張工L＝20．9m SL＝5．3～7．9m A＝
139m2
446号L＝21．0m 練石積工 L＝12．1m SL＝2．9～3．5m A＝38m2
フ゛ロック積工L＝8．6m SL＝2．9～3．3m A＝30m2
65,100,000
447号L＝35．7m フ゛ロック張工L＝25．1m SL＝9．0～9．7ｍ A＝
234m2
フ゛ロック積工L＝9．4m SL＝4．5～5．1ｍ A＝45m2
448号L＝43．6m フ゛ロック積工L＝43．3m SL＝4．1～5．1ｍ A＝
205m2

岐阜県加茂郡白川町
河岐502-1

平成25年2月20日

工第Ｈ２３災４
公共 河川災害復旧
７６・４７７・４７
事業（債務）
８号

平成24年2月20日～
平成25年2月28日

工事（業務）概要
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残土処分地の変更。岩盤確認結果に基づく護岸工
の変更。

―

3回目

当初

3回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

木曽川水系 白川 加
土木一式工事 大脇建設（株）
茂郡 白川町 和泉３

平成24年2月20日～
平成25年3月20日

復旧延長 L＝280．1m（右岸L＝43．0m、左岸L＝152．6m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
右岸L＝42．7m SL＝5．7～7．2m A＝283m2
76,945,050 巨石張工 左岸L＝125．5m SL＝5．4～9．9m A＝1，499m2
練石張工 左岸L＝11．0m SL＝3．6～5．4m A＝49m2
練石積工 左岸L＝8．2m SL＝3．6m A＝29m2
埋そく土砂撤去工 V＝11，600m3

平成24年 2月27日～
平成24年 9月23日

第349号 復旧延長L＝30．0m（右岸L＝19．0m左岸L＝11．0m）練石
積工A＝45m2
コンクリートフ゛ロック積工L＝18．7m，SL＝3．5m，A＝653m2
第350号 復旧延長L＝19．0m（右岸L＝19．0m）
コンクリートフ゛ロック積工L＝17．8m，SL＝3．1～3．9m，A＝
76,650,000
66m2
第484号 復旧延長L＝235．7m（右岸L＝128．6m左岸L＝159．9m）
練石積工L＝202．9m，SL＝3．4～6．7m，A＝830m2
巨石積工L＝69．1m，SL＝3．7～5．4m，A＝284m2，根継工
V=19m3

工第Ｋ河単維
県単 河川維持修繕
２２号

木曽川水系 可児川
可児市広見 地内

土木一式工事 （株）ニシノ

平成25年2月20日

平成24年2月27日～
平成25年3月14日

第349号 復旧延長L＝30．0m（右岸L＝19．0m左岸L＝11．0m）練石
積工A＝45m2
コンクリートフ゛ロック積工L＝18．7m，SL＝3．5m，A＝653m2
第350号 復旧延長L＝19．0m（右岸L＝19．0m）
コンクリートフ゛ロック積工L＝17．8m，SL＝3．1～3．9m，A＝
75,708,150
残土処理地の変更
66m2
第484号 復旧延長L＝235．7m（右岸L＝128．6m左岸L＝159．9m）
練石積工L＝202．9m，SL＝3．4～6．7m，A＝830m2
巨石積工L＝69．1m，SL＝3．7～5．4m，A＝284m2，根継工
V=19m3

平成24年 2月27日

平成24年 2月27日～
平成24年 3月28日

10,500,000

掘削工（土砂） Ｖ＝３３００ｍ３
運搬工（土砂） Ｖ＝３３４０ｍ３

土木一式工事 （株）山岡興業

平成24年 3月22日

平成24年 2月27日～
平成24年 6月30日

11,216,100

掘削工（土砂） Ｖ＝３３００ｍ３
運搬工（土砂） Ｖ＝３３４０ｍ３

平成24年 6月27日

平成24年 2月27日～
平成24年 8月31日

13,597,500

掘削工（土砂） Ｖ＝４７００m3
運搬工（土砂） Ｖ＝４７４０m3

変更理由

変更回次

―

当初

岐阜県加茂郡白川町
河岐502-1

平成24年 2月27日

木曽川水系 小野日蔭
川 加茂郡 白川町
上佐見

工事（業務）概要

平成24年 2月20日～
平成24年 9月 6日

平成25年2月18日

工第Ｈ２３災４
公共 河川災害復旧
８４・３４９・３５
事業（債務）
０号

契約金額（円）

復旧延長 L＝280．1m（右岸L＝43．0m、左岸L＝152．6m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
右岸L＝42．7m SL＝5．7～7．2m A＝288m2
75,600,000 巨石張工 左岸L＝126．5m SL＝5．4～9．9m A＝1，487m2
練石張工 左岸L＝11．0m SL＝3．6～5．4m A＝49m2
練石積工 左岸L＝8．2m SL＝3．6m A＝29m2
埋そく土砂撤去工 V＝11，600m3

平成24年 2月20日

工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧
４４号
事業（債務）

施工（履行）期間

残土処理地の変更

3回目

―

当初

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東5739

岐阜県可児市土田
5036
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4回目

―

当初

仮設道路の変更、工期の変更

1回目

測量の結果による掘削土量の変更

2回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月27日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧
３３・Ｋ河公関 （債務）・災害関連・橋
－唐１号
梁災害復旧（受託）事
業

木曽川水系 唐沢川・
御嵩町道１号線 唐沢
橋 可児郡 御嵩町
御嵩

土木一式工事 （株）天野建設

施工（履行）期間

契約金額（円）

平成25年 1月21日

平成25年2月18日

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年 2月27日～
平成24年10月23日

河川災害復旧事業・災害関連事業
復旧延長 Ｌ＝434．9ｍ（左岸延長Ｌ＝354．1ｍ、右岸延長Ｌ＝365．
3ｍ）
コンクリートブロック積工 Ｌ＝546．8ｍ、SL＝0．2～5．6ｍ、A＝
125,370,000 1778m2
巨石積工 Ｌ＝48．2ｍ、SL＝3．4～4．1ｍ、A＝181m2
カゴマット多段積 Ｌ＝39．0ｍ、Ｈ＝2．0～4．5ｍ、Ａ＝146m2
帯工 N＝2箇所 根固ブロック工 N＝200個
橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6

平成24年 2月27日～
平成24年10月23日

河川災害復旧事業・災害関連事業
復旧延長 Ｌ＝434．9ｍ（左岸延長Ｌ＝354．1ｍ、右岸延長Ｌ＝365．
3ｍ）
コンクリートブロック積工 Ｌ＝546．8ｍ、SL＝0．2～5．6ｍ、A＝
126,946,050 1778m2
根固ブロックの設置個数を増工したい。
巨石積工 Ｌ＝48．2ｍ、SL＝3．4～4．1ｍ、A＝181m2
カゴマット多段積 Ｌ＝39．0ｍ、Ｈ＝2．0～4．5ｍ、Ａ＝146m2
帯工 N＝2箇所 根固ブロック工 N＝336個
橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6

岐阜県加茂郡白川町
河岐502-1

平成24年 3月15日

工事（業務）概要

平成24年 2月27日～
平成25年 2月28日

平成24年2月27日～
平成25年2月28日
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河川災害復旧事業・災害関連事業
復旧延長 Ｌ＝434．9ｍ（左岸延長Ｌ＝354．1ｍ、右岸延長Ｌ＝365．
3ｍ）
コンクリートブロック積工 Ｌ＝521．1ｍ、SL＝0．1～5．4ｍ、A＝
1705m2
130,980,150
誤測に伴う変更
巨石積工 Ｌ＝40．6ｍ、SL＝3．5～4．1ｍ、A＝152m2
カゴマット多段積 Ｌ＝39．0ｍ、Ｈ＝2．0～4．5ｍ、Ａ＝145m2
帯工 N＝2箇所 根固ブロック工 N＝368個
橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6

河川災害復旧事業・災害関連事業
復旧延長 Ｌ＝399．1ｍ（左岸延長Ｌ＝354．1ｍ、右岸延長Ｌ＝325．
9ｍ）
コンクリートブロック積工 Ｌ＝521．1ｍ、SL＝0．1～5．4ｍ、A＝
124,798,800 1705m2
誤測に伴う変更
巨石積工 Ｌ＝40．6ｍ、SL＝3．5～4．1ｍ、A＝152m2
カゴマット多段積 Ｌ＝ 0．0ｍ、Ｈ＝0．0～0．0ｍ、Ａ＝ 0m2
帯工 N＝2箇所 根固ブロック工 N＝368個
橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6

1回目

3回目

4回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月27日

平成24年 3月15日

工第Ｈ２３災３
公共 河川災害復旧 木曽川水系 矢戸川
２３・Ｋ河公関
（債務）・災害関連事業 可児市 矢戸１ 地内
－矢１号

土木一式工事 横山工業（株）

施工（履行）期間

契約金額（円）

平成25年 3月25日

木曽川水系 久々利川
可児市 久々利

土木一式工事 （株）アイギ

委第Ｓ砂単震 県単 砂防調査（震災
建設コンサル
可茂土木事務所管内一円
（株）テイコク
１号
対策緊急砂防）
タント

変更回次

―

当初

平成24年 2月27日～
平成24年11月22日

平成24年 2月27日～
平成24年11月22日

復旧延長 Ｌ＝３３６．６ｍ（右岸３３６．６ｍ、左岸３１９．０ｍ）
本工事 コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝６２９．２ｍ ＳＬ＝２．５～５．６ｍ Ａ＝２５９３ｍ２
小口止工Ｎ＝１１箇所 落差工Ｎ＝１基 樋管工Ｎ＝３基 帯
工Ｎ＝３基
降雨時の出水による河床低下等の影響を考慮し、
163,330,650
工事用道路工Ｌ＝６４３ｍ 掛樋工Ｌ＝６８８ｍ 大型土のう工 帯工を増工したい。
Ｎ＝８袋
附帯工事 取水工Ｎ＝１基 水路橋工Ｎ＝１基 ガードレール工Ｌ＝１
７５．０ｍ
舗装工事 Ａ＝４８７ｍ２

1回目

平成24年 2月27日～
平成25年 3月20日

復旧延長 Ｌ＝３３６．６ｍ（右岸３３６．６ｍ、左岸３１９．０ｍ）
本工事 コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝６２９．２ｍ ＳＬ＝２．５～５．６ｍ Ａ＝２５７４ｍ２
小口止工Ｎ＝２０箇所 落差工Ｎ＝１基 樋管工Ｎ＝３基 帯
工Ｎ＝３基
農業用水見直しに伴う、水路工、河川管理用道路の
163,479,750
工事用道路工Ｌ＝５９４ｍ 掛樋工Ｌ＝５９２ｍ 大型土のう工 変更
Ｎ＝８袋
附帯工事 取水工Ｎ＝１基 水路橋工Ｎ＝１基 ガードレール工Ｌ＝１
７３．０ｍ
舗装工事 Ａ＝５３０ｍ２

2回目

平成24年 2月27日～
平成25年 5月31日

復旧延長 Ｌ＝３３６．６ｍ（右岸３３６．６ｍ、左岸３１９．０ｍ）
本工事 コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝６２５．２ｍ ＳＬ＝２．５～５．６ｍ Ａ＝２５５１ｍ２
小口止工Ｎ＝２０箇所 落差工Ｎ＝１基 樋管工Ｎ＝３基 帯
工Ｎ＝３基
現地測定結果による護岸工面積の変更。関連工事
165,430,650
工事用道路工Ｌ＝５９４ｍ 掛樋工Ｌ＝５９２ｍ 大型土のう工 との調整による発生土処理量の変更。
Ｎ＝８袋
附帯工事 取水工Ｎ＝１基 水路橋工Ｎ＝１基 ガードレール工Ｌ＝１
７３．０ｍ
舗装工事 Ａ＝５１０ｍ２

4回目

平成24年 2月27日～
平成24年 2月27日
平成24年 8月19日
工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧
２４号
事業（債務）

変更理由

復旧延長 Ｌ＝３３６．６ｍ（右岸３３６．６ｍ、左岸３１９．０ｍ）
本工事 コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝６２９．２ｍ ＳＬ＝２．５～５．６ｍ Ａ＝２５９３ｍ２
小口止工Ｎ＝１１箇所 落差工Ｎ＝１基 樋管工Ｎ＝３基
工事用道路工Ｌ＝６４３ｍ 掛樋工Ｌ＝６８８ｍ 大型土のう工
161,700,000
Ｎ＝８袋
附帯工事 取水工Ｎ＝１基 水路橋工Ｎ＝１基 ガードレール工Ｌ＝１
７５．０ｍ
舗装工事 Ａ＝４８７ｍ２

岐阜県可児市大森
1530-2

平成24年11月16日

工事（業務）概要

岐阜県可児市今渡
1619-42

H23災324号久々利川（久々利） 復旧延長 L＝251．2m（右岸L＝166．
7m，左岸L＝113．2m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
34,650,000
右岸 L＝100．5m、SL＝2．3～3．5m A＝272m2
左岸 L＝111．1m、SL＝2．8～4．2m A＝375m2
連節フ゛ロック張工 右岸 L＝62．2m、SL＝2．1～2．7m A＝93m2
H23災324号久々利川（久々利） 復旧延長 L＝251．2m（右岸L＝166．
7m，左岸L＝113．2m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
36,670,200
残土処理地の変更
右岸 L＝98.7m、SL＝2．3～3．5m A＝267m2
左岸 L＝110.6m、SL＝2．8～4．2m A＝379m2
連節フ゛ロック張工 右岸 L＝62．1m、SL＝0.9～2.3m A＝83m2

平成24年12月10日

平成24年2月27日～
平成25年1月31日

平成24年 2月23日

平成24年 2月23日～
平成24年 3月28日

5,814,900

砂防基礎調査業務
地権者調査
１式
説明会支援業務 １式

平成25年1月8日

平成24年2月23日～
平成25年1月10日

6,535,200

砂防基礎調査業務
地権者調査
１式
説明会支援業務 １式

岐阜県岐阜市青柳町
2-10
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―

当初

5回目

―

地元説明会開催に伴う印刷費の増工

当初

4回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年2月6日

普通河川 坂の洞川
工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復
加茂郡 川辺町 比久
２２号
旧事業（債務）
見

土木一式工事 （株）小栗建設

平成24年2月6日

土木一式工事 （株）丸高興業

平成24年2月6日

土木一式工事 市原産業（株）

平成24年 2月 6日

木曽川水系 不動洞
工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復
川・押山川 可児郡
１８・５２０号
旧事業（債務）
御嵩町 美佐野

土木一式工事 （株）本州緑化建設

変更回次

―

当初

平成24年 2月 6日～
平成24年 7月13日

５２２号 復旧延長Ｌ＝５３．４ｍ（右岸Ｌ＝１５．０ｍ 左岸Ｌ＝４３．３
ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
左岸Ｌ＝３９．６ｍ ＳＬ＝３．１～４．３ｍ Ａ＝１３８ｍ２
11,067,000
練石積工
右岸Ｌ＝１４．７ｍ ＳＬ＝０～３．９ｍ Ａ＝５０ｍ２
左岸Ｌ＝ ３．５ｍ ＳＬ＝０～３．７ｍ Ａ＝１２ｍ２
根固めブロック（０．５ｔ） Ｎ＝２２個

平成24年 2月 6日～
平成24年 6月14日

４９５号 復旧延長Ｌ＝４０．８ｍ（左岸Ｌ＝４０．８ｍ）
練石積工 Ｌ＝４０．５ｍ ＳＬ＝２．７～３．４ｍ Ａ＝１２３ｍ２
小口止工 Ｎ＝１基
12,810,000 工事用道路Ｌ＝５９ｍ 掛樋工Ｌ＝６７ｍ 大型土のうＮ＝８袋
４９６号 復旧延長Ｌ＝１６．９ｍ（左岸Ｌ＝１６．９ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝１６．３ｍ ＳＬ＝２．８～５．０ｍ Ａ＝７０ｍ２

―

当初

平成24年2月6日～
平成24年12月15日

４９５号 復旧延長Ｌ＝４０．８ｍ（左岸Ｌ＝４０．８ｍ）
練石積工 Ｌ＝４０．５ｍ ＳＬ＝２．７～３．３ｍ Ａ＝１２０ｍ２
小口止工 Ｎ＝１基
12,181,050 工事用道路Ｌ＝５９ｍ 掛樋工Ｌ＝６７ｍ 大型土のうＮ＝８袋
４９６号 復旧延長Ｌ＝１６．９ｍ（左岸Ｌ＝１６．９ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝１６．３ｍ ＳＬ＝２．８～４．４ｍ Ａ＝６４ｍ２

岩盤確認結果に基づく変更

3回目

平成24年 2月 6日～
平成24年 8月 8日

復旧延長 L＝151．6m（右岸 L＝134．7m 左岸 L＝131．6m）
コンクリートフ゛ロック張工（植生に配慮）
右岸 L＝134．4m SL＝3．2～5．2m A＝616m2
40,740,000 左岸 L＝131．6m SL＝3．8～5．2m A＝631m2
小口止工
N＝1基
工事用道路（W＝4．0m） L＝317m
掛樋工（φ 600）
L＝171m

―

当初

平成24年2月6日～
平成25年3月9日

復旧延長 L＝151．6m（右岸 L＝134．7m 左岸 L＝131．6m）
コンクリートフ゛ロック張工（植生に配慮）
右岸 L＝134．4m SL＝3．2～5．2m A＝607m2
38,676,750 左岸 L＝131．6m SL＝3．8～5．2m A＝631m2
小口止工
N＝1基
工事用道路（W＝4．0m） L＝317m
掛樋工（φ 600）
L＝210m

コンクリートブロック張工における、岩盤確認に基づ
く根入れの変更

3回目

―

当初

平成24年 2月 6日～
平成24年 6月24日

岐阜県可児郡御嵩町
比衣454-1

平成24年12月12日

変更理由

平成24年 2月 6日～
平成24年 6月14日

岐阜県可児市川合
2749-9

平成25年2月18日

工事（業務）概要

５２２号 復旧延長Ｌ＝５３．４ｍ（右岸Ｌ＝１５．０ｍ 左岸Ｌ＝４３．３
ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
左岸Ｌ＝３９．６ｍ ＳＬ＝３．１～４．３ｍ Ａ＝１３８ｍ２
11,487,000
練石積工
右岸Ｌ＝１４．７ｍ ＳＬ＝０～３．９ｍ Ａ＝４９ｍ２
左岸Ｌ＝ ３．５ｍ ＳＬ＝０～３．７ｍ Ａ＝１２ｍ２
根固めブロック（０．５ｔ） Ｎ＝２２個

岐阜県加茂郡川辺町
鹿塩296-1

平成24年11月30日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 中郷川
２８号
業（債務）
可児市 羽崎１

契約金額（円）

岐阜県加茂郡川辺町
比久見1589

平成24年7月5日

木曽川水系 尾賀野川
工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧事
加茂郡 川辺町 比久
９５・４９６号
業（債務）
見１・２

施工（履行）期間

平成24年2月6日～
平成25年1月21日
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仮設計画の変更

【518号 不動洞川】 復旧延長 L＝32．6m
コンクリートブロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝8．0m
SL＝3．0～3．1m A＝24m2
左岸 L＝27．4m SL＝3．2～3．7m A＝95m2 小口止工 N＝4箇所
根固ブロック（1t） N＝22個
15,487,500 【520号 押山川】 復旧延長 L＝74．4m （右岸L＝34．3m、
左岸L＝58．4m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝7．4m
SL＝2．9～3．0m A＝22m2
左岸 L＝56．0m SL＝1．7～3．5m A＝138m2 小口止工 N＝8箇
所
【518号 不動洞川】 復旧延長 L＝32．6m
コンクリートブロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝8．0m
SL＝2．9～3．0m A＝24m2
左岸 L＝27．4m SL＝3．2～3．7m A＝95m2 小口止工 N＝4箇所
根固ブロック（1t） N＝12個
15,374,100 【520号 押山川】 復旧延長 L＝74．4m （右岸L＝34．3m、左岸L＝ 残土処分地の変更
58．4m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝7．4m
SL＝2．9～3．0m A＝22m2
左岸 L＝55．4m SL＝1．7～3．5m A＝138m2 小口止工 N＝8箇
所

2回目

3回目

【公表様式】
工事（委託）
番号

工事（業務）名

施工場所

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 比衣川
３２号
業（債務）
可児郡 御嵩町 比衣

工事（業務）
種別

契約の相手方の
商号又は名称

土木一式工事 ヘイセイテック（株）

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

変更理由

変更回次

平成24年2月3日

―

当初

平成24年4月27日

平成24年2月3日～
平成24年5月7日

復旧延長 L＝15．7m （左岸L＝15．7m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
L＝15．7m SL＝3．2m A＝50m2
3,510,150
締切排水工 N＝1箇所
掛樋工（φ 600） L＝22m
大型土のう工 N＝4袋

起工測量に基づき、護岸工及びガードレール延長を
変更したい

1回目

―

当初

岐阜県可児郡御嵩町
顔戸378-14

平成24年 2月 6日～
平成24年 6月14日

【251号 矢戸川】
復旧延長 L＝14．1m （右岸L＝14．1m、左岸L＝6．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） L＝17．2m SL＝4．9～7．3m
A＝96m2 帯工 N＝1基 根固ブロック（2t） N＝4個
【453号 横市川】
10,269,000
復旧延長 L＝25．0m （右岸L＝25．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）L＝14．7m SL＝3．1～4．1m
A＝55m2
コンクリートブロック張工（植生に配慮）L＝9．7m SL＝3．1～3．4m
A＝32m2

岐阜県可児市川合
199-4

平成24年 2月 6日

土木一式工事 丸ス建設（有）

工事（業務）概要

復旧延長 L＝15．7m （左岸L＝15．7m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
L＝15．7m SL＝3．2m A＝50m2
3,654,000
締切排水工 N＝1箇所
掛樋工（φ 600） L＝22m
大型土のう工 N＝4袋

平成24年6月11日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 栃平川
５９・３６０号
業（債務）
加茂郡 白川町 切井

契約金額（円）

平成24年 2月 3日～
平成24年 5月 7日

平成24年 2月 6日

木曽川水系 矢戸川・横
工第Ｈ２３災２ 公共 河川災害復旧事
市川 可児市 矢戸・ 土木一式工事 （株）可茂道路
５１・４５３号
業（債務）
塩河１

施工（履行）期間

平成24年2月6日～
平成24年6月14日

【251号 矢戸川】
復旧延長 L＝14．1m （右岸L＝14．1m、左岸L＝8.8m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） L＝17．2m SL＝4．9～7．3m
A＝96m2 帯工 N＝1基 根固ブロック（2t） N＝6個
【453号 横市川】
10,978,800
施工途中に判明した状況により、護岸復旧を増工したい1回目
復旧延長 L＝25．0m （右岸L＝25．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）L＝14．7m SL＝3．1～4．1m
A＝55m2
コンクリートブロック張工（植生に配慮）L＝9．7m SL＝3．1～3．4m
A＝32m2

平成24年 2月 6日～
平成24年 6月14日

【359号 切井３】復旧延長 L＝20．2m（左岸L＝20．2m）
コンクリ－トフ゛ロック積工（植生に配慮）L＝19．6m SL＝4～5．2m A
＝85m2
小口止工N＝2基 すりつけ工A＝9m2 捨石工V＝15m3
コンクリ－ト取壊工V＝14m3 工事用道路（W＝3～4m）L＝81m
12,705,000
掛樋工（φ 600） L＝73m 締切排水工N＝2箇所 大型土のう工N＝18
袋
【360号 切井４】復旧延長 L＝32．7m（右岸L＝23m 左岸L＝14m）
コンクリ－トフ゛ロック積工（植生に配慮） 護岸L＝22．4m SL＝2．5～
3．3m

平成24年2月6日～
平成24年11月30日

【359号 切井３】復旧延長 L＝22．2m（左岸L＝22．2m）
コンクリ－トフ゛ロック積工（植生に配慮）L＝21．6m SL＝4～5．2m A
＝94m2
小口止工N＝2基 すりつけ工A＝9m2 捨石工V＝15m3
変更事務処理要領第４項（２）ク 現地掘削の結果、
コンクリ－ト取壊工V＝16m3 工事用道路（W＝3～4m）L＝81m
健全であると判断していたブロック積が吸出しを受
13,224,750
掛樋工（φ 600） L＝73m 締切排水工N＝2箇所 大型土のう工N＝18
けていたため、復旧延長を増工したい
袋
【360号 切井４】復旧延長 L＝33．5m（右岸L＝23．8m 左岸L＝14m）
コンクリ－トフ゛ロック積工（植生に配慮） 護岸L＝23．2m SL＝2．5～
3．3m

―

当初

岐阜県加茂郡白川町
三川1271-1

平成24年11月19日
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3回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

施工（履行）期間

契約金額（円）

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年2月13日～
平成25年2月28日

第309号 復旧延長L=33.0m 練石積工L=32.4m，SL=3.6～5.4m，
A=165m2
第310号 復旧延長L=15.0m 練石積工L=14.4m, SL=6.3m, A=90m2
第311号 復旧延長L=27.0m 練石積工L=25.0m，SL=6.0～6.7m，
49,923,300 A=157m2
第354号 復旧延長L=61.0m 練石積工L=16.7m，SL=2.1～4.2m，
A=49m2
第355号 復旧延長L=14.0m 練石積工L=13.7m, SL=5.4m, A=61m2
第356号 復旧延長L=28.0m 練石積工L=17.4m，SL=4.7m，A=82m2

変更事務処理要領第４項（２）発注時に確認が困難
なもの・当初想定の残土処分地が変更となり残土運
搬距離が長くなるため、増額したい

3回目

平成24年 2月13日～
平成24年 8月20日

復旧延長 L＝315．0m（右岸L＝315．0m）
コンクリートフ゛ロック張工（植生に配慮） L＝156．8m SL＝5．5～5．
7m A＝854m2
根継工（腰掛型） L＝126．0m H＝2．0～2．6m V＝214m3
52,815,000
根固フ゛ロック（2．0t型） N＝309個
工事用道路工（W＝4．0m） L＝358m 2次施工分 L＝164m
掛樋工（φ 1000） L＝30m
締切排水工 N＝1箇所 大型土のう工 N＝40袋

―

当初

平成24年2月13日～
平成25年2月4日

復旧延長 L＝315．0m（右岸L＝315．0m）
コンクリートフ゛ロック張工（植生に配慮） L＝156．8m SL＝5．5～5．
7m A＝854m2
根継工（腰掛型） L＝126．0m H＝1．5～2．6m V＝190m3
53,406,150
残土処分地の変更。岩盤確認結果に基づく変更
根固フ゛ロック（2．0t型） N＝309個
工事用道路工（W＝4．0m） L＝358m 2次施工分 L＝164m
掛樋工（φ 1000） L＝30m
締切排水工 N＝1箇所 大型土のう工 N＝80袋

3回目

平成24年 2月13日～
平成24年 8月 8日

【370号 切井4】
復旧延長 L＝166．9m（右岸L＝130．5m 左岸L＝36．4m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮）（右岸）L＝102．7m SL＝3．7
－6．0m
A＝484m2 （左岸）L＝18．5m SL＝3．2－4．6m A＝71m2
練石積工 L＝25．1m SL＝4．0m A＝100m2
大型土のう N＝65
袋
47,712,000
小口止工 N＝10基 すりつけ工 A＝55m2 根継工 L＝17．6m H＝2．
7m V＝27m3
【371号 切井5】
復旧延長 L＝94．0m（右岸L＝45．0m 左岸L＝49．0m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮）（右岸）L＝41．4m
SL＝2．7－4．3m A=149m

当初

平成24年2月13日～
平成25年3月15日

【370号 切井4】
復旧延長 L＝166．9m（右岸L＝130．5m 左岸L＝36．4m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮）（右岸）L＝102．7m SL＝3．7
－6．0mA＝515m2 （左岸）L＝18．5m SL＝3．2－4．6m A＝71m2
練石積工 L＝25．1m SL＝4．0m A＝100m2
大型土のう N＝65
変更事務処理要領第４項（２）発注時に確認が困難
袋
50,514,450
な要因によるもの・機構測量の結果、既設護岸との
小口止工 N＝10基 すりつけ工 A＝55m2 根継工 L＝17．6m H＝2．
整合を図るため、施工面積を増工したい
7m V＝27m3
【371号 切井5】
復旧延長 L＝94．0m（右岸L＝45．0m 左岸L＝49．0m）
コンクリ－トブロック積工（植生に配慮）（右岸）L＝41．4m
SL＝2．7－4．3m A=149m2

平成24年 2月13日～
平成24年 2月13日
平成24年 8月20日

工第Ｈ２３災３
木曽川水系 白川、佐
公共 河川災害復旧事
０９，３５４他４
広川 加茂郡 東白川 土木一式工事 丸登建設（株）
業（債務）
箇所号
村 神土

平成24年 2月13日

造園工事

（株）中濃

平成24年 2月13日

土木一式工事 丸ス産業（株）

練石積工L=32.4m，SL=3.6～5.4m，
練石積工L=14.4m, SL=6.3m, A=90m2
練石積工L=25.0m，SL=6.0～6.7m，
練石積工L=16.7m，SL=2.1～4.2m，
練石積工L=13.7m, SL=5.4m, A=68m2
練石積工L=17.4m，SL=4.7m，A=82m2

岐阜県可児市坂戸792

平成25年1月22日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 赤川 加
７０・３７１号
業（債務）
茂郡 白川町 切井

第309号 復旧延長L=33.0m
A=158m2
第310号 復旧延長L=15.0m
第311号 復旧延長L=27.0m
47,250,000 A=157m2
第354号 復旧延長L=61.0m
A=49m2
第355号 復旧延長L=14.0m
第356号 復旧延長L=28.0m

岐阜県加茂郡東白川
村神土2667-1

平成25年2月14日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 可児川
１６号
業（債務）
可児市 下恵土

工事（業務）概要

岐阜県加茂郡白川町
三川1270

平成25年2月12日
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―

4回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月13日
木曽川水系 葛屋川
工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧事
加茂郡 七宗町 上麻
７１・４７２号
業（債務）
生１，２

土木一式工事 中部興業（株）

平成24年 2月13日

篠田（株）

平成24年 2月13日

と土コ

丸ス産業（株）

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年 2月13日～
平成24年 7月11日

平成24年2月13日～
平成25年1月21日

本工事（１） 第471号 葛屋川 上麻生１
復旧延長 L＝55．2ｍ（右岸L＝55．2m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝54．3m SL＝4．1～5．2m A＝
20,389,950 246m2
本工事（２） 第472号 葛屋川 上麻生２
復旧延長 L＝16．0ｍ（右岸L＝16．0m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝15．4m SL＝3．6m A＝55m2

平成24年 2月13日～
平成24年 3月28日

復旧延長 Ｌ＝１７．０ｍ Ｗ＝５．５（７．０）ｍ
路側ブロック積工（１：０．５）Ｌ＝１２．４ｍ ＳＬ＝２．９０～５．１４ｍ
Ａ＝５６ｍ２
小口止工 Ｎ＝２基 取付石積工 Ａ＝９ｍ２ 横断暗渠工 Ｌ＝９ｍ
17,955,000 フトンカゴ工 Ｌ＝６ｍ
落石防護網撤去・設置工 Ｌ＝２１ｍ ＳＬ＝１０ｍ Ａ＝１９５ｍ２
土留工 Ｎ＝３基 植生マット工 Ａ＝４０８ｍ２
舗装版撤去・復旧工 Ａ＝２２ｍ２ 区画線工 Ｌ＝７ｍ
縦排水工 Ｎ＝１式
ガードレール撤去設置工 Ｌ＝２０ｍ

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年8月31日

復旧延長 Ｌ＝１７．０ｍ Ｗ＝５．５（７．０）ｍ
路側ブロック積工（１：０．５）Ｌ＝１２．４ｍ ＳＬ＝２．９０～５．１４ｍ
Ａ＝５６ｍ２
小口止工 Ｎ＝２基 取付石積工 Ａ＝８ｍ２ 横断暗渠工 Ｌ＝９ｍ
19,659,150 フトンカゴ工 Ｌ＝６ｍ
落石防護網撤去・設置工 Ｌ＝２１ｍ ＳＬ＝１０ｍ Ａ＝１９１ｍ２
土留工 Ｎ＝３基 植生マット工 Ａ＝４６３ｍ２
舗装版撤去・復旧工 Ａ＝２２ｍ２ 区画線工 Ｌ＝７ｍ
縦排水工 Ｎ＝１式
ガードレール撤去設置工 Ｌ＝２０ｍ

・法面土留工背面の埋戻土量が、当初予定した数
量より少なかったので、残土量が増加した。
・支障木処理が、撤去したところ、当初予定していた
数量より多いため、実績に基づき変更する。
・養生マットの面積については、法面整形後の面積
にあわせ増工する。

3回目

平成24年 2月13日～
平成24年 3月28日

復旧延長 Ｌ＝３８．０ｍ Ｗ＝７．２（９．２）ｍ
法面整形工 Ａ＝３９０ｍ２
コンクリート吹付工 Ａ＝２２５ｍ２
11,550,000
現場吹付法枠工（２００－１５００×１２００） Ａ＝２６２ｍ２
構造物取壊工 Ａ＝２２７ｍ２
大型土嚢撤去工 Ｎ＝５６個

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年6月1日

復旧延長 Ｌ＝３８．０ｍ Ｗ＝７．２（９．２）ｍ
法面整形工 Ａ＝４００ｍ２
コンクリート吹付工 Ａ＝２３７ｍ２
11,641,350
現場吹付法枠工（２００－１５００×１２００） Ａ＝２６２ｍ２
構造物取壊工 Ａ＝２２７ｍ２
大型土嚢撤去工 Ｎ＝５６個

・起工測量の結果法長に誤測があったことから、法
面整形工、コンクリート吹付工の数量を変更したい。

2回目

平成24年 2月13日～
平成24年 7月21日

復旧延長 Ｌ＝２９．５ｍ Ｗ＝５．６５（６．４７）ｍ
現場吹付法枠工（５００－３０００×３０００）Ｌ＝１１０ｍ
モルタル吹付工（ｔ＝８ｃｍ）Ａ＝２６１ｍ２
23,606,992 グランドアンカー（Ｔｄ＝２１９．２ｋＮ／本）Ｎ＝２０本
鉄筋挿入工（Ｄ２２Ｌ＝５m）Ｎ＝４８本
モルタル吹付撤去（ｔ＝５０ｃｍ）Ａ＝１８４ｍ２
大型土嚢撤去工 Ｎ＝２６袋

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年7月21日

復旧延長 Ｌ＝２９．５ｍ Ｗ＝５．６５（６．４７）ｍ
現場吹付法枠工（５００－３０００×３０００）Ｌ＝１１０ｍ
モルタル吹付工（ｔ＝８ｃｍ）Ａ＝２７８ｍ２
22,935,150 グランドアンカー（Ｔｄ＝２１９．２ｋＮ／本）Ｎ＝２０本
鉄筋挿入工（Ｄ２２Ｌ＝５m）Ｎ＝４９本
モルタル吹付撤去（ｔ＝５０ｃｍ）Ａ＝１７１ｍ２
大型土嚢撤去工 Ｎ＝２６袋

・モルタル吹付の面積は、法面整形完了後の面積に
変更増する。
・起工測量によりモルタル吹付撤去面積を変更減す
る。
・鉄筋挿入工の施工条件の変更。

1回目

護岸基礎部の岩盤確認による護岸工の変更

4回目

岐阜県加茂郡白川町
三川1270

平成24年5月8日

平成24年 2月13日

一般県道 井尻八百津
工第２３災５３ 公共 道路災害復旧事
線 可児郡 御嵩町 と土コ
５号
業（債務）
上之郷

工事（業務）概要

本工事（１） 第471号 葛屋川 上麻生１
復旧延長 L＝55．2ｍ（右岸L＝55．2m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝54．3m SL＝4．4～5．6m A＝
22,627,500 252m2
本工事（２） 第472号 葛屋川 上麻生２
復旧延長 L＝16．0ｍ（右岸L＝16．0m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝15．4m SL＝3．6m A＝55m2

岐阜県羽島郡岐南町
野中1-8

平成24年8月2日

主要地方道 多治見白
工第２３災５３ 公共 道路災害復旧事
川線 加茂郡 八百
４号
業
津町 八百津２

契約金額（円）

岐阜県加茂郡七宗町
上麻生2482-5

平成24年12月15日

主要地方道 恵那御嵩
工第２３災５２ 公共 道路災害復旧事
線 可児郡 御嵩町 と土コ
８号
業
美佐野

施工（履行）期間

イビデングリーンテッ 岐阜県大垣市河間町
ク（株）
3-55

平成24年7月2日
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【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月13日

工第２３災１８
主要地方道 恵那白川
公共 道路災害復旧事
１・５２９外２箇
線 加茂郡白川町赤 土木一式工事 丸ス産業（株）
業
所号
河 他

岐阜県加茂郡白川町
三川1270

平成25年 1月11日

平成25年3月11日

平成24年 2月13日

工第２３災３７
主要地方道 恵那御嵩
公共 道路災害復旧事
６・３７７他３箇
線 他 可児郡御嵩 土木一式工事 （株）本州緑化建設
業
所号
町津橋 他

施工（履行）期間

契約金額（円）

平成24年 2月13日～
平成24年 3月28日

平成24年 2月13日～
平成25年 3月20日

【２３災１８１号】
復旧延長Ｌ＝５．０ｍＷ＝６．０（１２．０）ｍ
ブロック積工ＳＬ＝４．４ｍＡ＝１９ｍ２ 小口止工Ｎ＝２基
取付石積工Ａ＝１２ｍ２
【２３災５２９号】
47,250,000 復旧延長Ｌ＝５１．８ｍＷ＝７．４８（１０．３８）ｍ
ブロック積工ＳＬ＝５．２４～６．４６５ｍＡ＝２１６ｍ２
小口止工Ｎ＝５基 取付石積工 Ａ＝２０ｍ２ 根継工Ｖ＝５ｍ３
【２３災５３０号】
復旧延長Ｌ＝７．５ｍＷ＝６．０（１０．９）ｍ
ブロック積工ＳＬ＝５．１７ｍＡ＝３７ｍ２ 小口止工 Ｎ＝１基

【２３災１８１号】
復旧延長Ｌ＝５．０ｍＷ＝６．０（１２．０）ｍ
ブロック積工ＳＬ＝４．４ｍＡ＝１９ｍ２ 小口止工Ｎ＝２基
取付石積工Ａ＝６ｍ２
【２３災５２９号】
復旧延長Ｌ＝５１．８ｍＷ＝７．４８（１０．３８）ｍ
44,389,800
ブロック積工ＳＬ＝５．２４～６．４６５ｍＡ＝２３１ｍ２
小口止工Ｎ＝５基 取付石積工 Ａ＝１６ｍ２ 根継工Ｖ＝５ｍ３
【２３災５３０号】
復旧延長Ｌ＝７．５ｍＷ＝６．０（１０．９）ｍ
ブロック積工ＳＬ＝５．１７ｍＡ＝３６ｍ２ 小口止工 Ｎ＝１基

平成24年2月13日～
平成25年3月20日

【２３災１８１号】
復旧延長Ｌ＝５．０ｍＷ＝６．０（１２．０）ｍ
ブロック積工ＳＬ＝４．４ｍＡ＝１９ｍ２ 小口止工Ｎ＝２基
取付石積工Ａ＝６ｍ２
【２３災５２９号】
44,604,000 復旧延長Ｌ＝５１．８ｍＷ＝７．４８（１０．３８）ｍ
ブロック積工ＳＬ＝５．２４～６．４６５ｍＡ＝２３１ｍ２
小口止工Ｎ＝５基 取付石積工 Ａ＝１６ｍ２ 根継工Ｖ＝５ｍ３
【２３災５３０号】
復旧延長Ｌ＝７．５ｍＷ＝６．０（１０．９）ｍ
ブロック積工ＳＬ＝５．１７ｍＡ＝３６ｍ２ 小口止工 Ｎ＝１基

平成24年 2月13日～
平成24年 3月28日

【第２３災３７６号】
復旧延長Ｌ＝１４．５ｍ Ｗ＝５．５（６．７）ｍ
コンクリートブロック積工ＳＬ＝６．３６ｍＡ＝５０ｍ２ 小口止工 Ｎ＝２
基
【第２３災３７７号】
復旧延長Ｌ＝２１．０ｍ Ｗ＝５．５（７．６）ｍ
23,572,500 コンクリートブロック積工ＳＬ＝３．６５ｍＡ＝６０ｍ２ 小口止工 Ｎ＝２
基
【第２３災３８１号】
復旧延長Ｌ＝１６．５ｍ Ｗ＝５．５（７．３）ｍ
コンクリートブロック積工ＳＬ＝２．２６ｍＡ＝３６ｍ２ 小口止工 Ｎ＝２
基
【第２３災３８２号】復旧延長Ｌ＝１２．０ｍ Ｗ＝２．７８（３．７３）ｍ

平成24年2月13日～
平成24年9月20日

【第２３災３７６号】
復旧延長Ｌ＝１４．５ｍ Ｗ＝５．５（６．７）ｍ
コンクリートブロック積工ＳＬ＝６．３６ｍＡ＝５０ｍ２ 小口止工 Ｎ＝２
基
【第２３災３７７号】
復旧延長Ｌ＝２１．０ｍ Ｗ＝５．５（７．６）ｍ
23,777,250 コンクリートブロック積工ＳＬ＝３．０６５ｍＡ＝５５ｍ２ 小口止工 Ｎ＝
２基
【第２３災３８１号】
復旧延長Ｌ＝１６．５ｍ Ｗ＝５．５（７．３）ｍ
コンクリートブロック積工ＳＬ＝２．２６ｍＡ＝３６ｍ２ 小口止工 Ｎ＝２
基
【第２３災３８２号】復旧延長Ｌ＝１２．０ｍ Ｗ＝２．７８（３．７３）ｍ

岐阜県可児郡御嵩町
比衣454-1

平成24年9月3日

工事（業務）概要
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変更理由

変更回次

―

当初

・現地発生土の流用が可能であったため、購入土を
流用土に変更。

4回目

・被災時にコンクリート廃材が、現場周辺に散乱した
ため集積処理した結果増量した。
・取付石積みの現地再測量の結果による面積の変
更。

5回目

―

当初

３７６号：起工測量の結果、崩壊斜面の横断図に相
違があったので、土工数量の変更を行う。
３７７号：ブロック積工の法長の表示に誤りがあった
ので修正変更する。
３８２号：起工測量の結果、舗装面積に相違があっ
たので、変更する。

4回目

【公表様式】
工事（委託）
番号

工事（業務）名

施工場所

普通河川 亀ヶ谷川
工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復
加茂郡 八百津町 福
１２・５１３号
旧事業（債務）
地１，２

工事（業務）
種別

契約の相手方の
商号又は名称

土木一式工事 福地建設（有）

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月13日

平成24年 2月13日～
平成24年 8月 5日

平成24年10月22日

平成24年2月13日～
平成24年10月31日

土木一式工事 （株）ニシノ

平成24年 2月13日

土木一式工事 小林工業（株）

工事（業務）概要

本工事（１） 第512号 亀ヶ谷川 福地１
復旧延長 L＝160．3ｍ（右岸L＝78．4m 左岸L＝99．7m）
フ゛ロック積工（植生に配慮）L＝149．0m SL＝2．9～5．1m
A＝534m2
根継工（一法型） L＝26．7m V＝26m3 根固フ゛ロック（2t） N＝12
36,435,000
個
本工事（２） 第513号 亀ヶ谷川 福地２
復旧延長 L＝58．0ｍ（右岸L＝58．0m）
フ゛ロック積工（植生に配慮）L＝57．7m SL＝1．2～3．8m A＝
191m2
本工事（１） 第512号 亀ヶ谷川 福地１
復旧延長 L＝160．3ｍ（右岸L＝78．4m 左岸L＝99．7m）
フ゛ロック積工（植生に配慮）L＝147．5m SL＝2．9～5．1m
A＝525m2
根継工（一法型） L＝28．9m V＝27m3 根固フ゛ロック（2t） N＝12
34,260,450
残土処理の変更
個
本工事（２） 第513号 亀ヶ谷川 福地２
復旧延長 L＝58．0ｍ（右岸L＝58．0m）
フ゛ロック積工（植生に配慮）L＝57．7m SL＝1．2～3．8m A＝
191m2

変更理由

変更回次

―

当初

2回目

平成24年 2月13日～
平成24年 7月 16日

（３４５号）Ｌ＝３８．０ｍ ブロック積工Ｌ＝１６．７ｍ ＳＬ＝４．９～６．１
ｍ Ａ＝８３ｍ２ 根固ブロックＮ＝４２個 根継工Ｌ＝４．２ｍ
（３４６号）Ｌ＝１１．０ｍ 練石積工 Ｌ＝１０．４ｍ ＳＬ＝３．７ｍ
Ａ＝３８ｍ２
25,515,000
（３４７号）Ｌ＝８．０ｍ 練石積工 Ｌ＝７．４ｍ ＳＬ＝５．０ｍ
Ａ＝３７ｍ２
（３４８号）Ｌ＝１４．０ｍ 練石積工 Ｌ＝１３．４ｍ ＳＬ＝５．９ｍ
Ａ＝７９ｍ２

平成24年2月13日～
平成24年7月16日

（３４５号）Ｌ＝３８．０ｍ ブロック積工Ｌ＝１６．７ｍ ＳＬ＝４．９～６．１
ｍ Ａ＝８３ｍ２
根固ブロックＮ＝４２個 根継工Ｌ＝４．２ｍ
（３４６号）Ｌ＝１１．０ｍ 練石積工 Ｌ＝１０．４ｍ ＳＬ＝３．７ｍ
Ａ＝３８ｍ２
平成２３年９月に被災した箇所について、本設計書
24,114,300
（３４７号）Ｌ＝８．０ｍ 練石積工 Ｌ＝７．４ｍ ＳＬ＝５．０ｍ
のとおり復旧したい
Ａ＝３７ｍ２
（３４８号）Ｌ＝１４．０ｍ 練石積工 Ｌ＝１３．４ｍ ＳＬ＝５．９ｍ
Ａ＝７９ｍ２

1回目

平成24年 2月13日～
平成24年 7月 1日

３２７号 復旧延長Ｌ＝４０．２ｍ（右岸Ｌ＝４０．２ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝４０．２ｍ ＳＬ＝５．０ｍ Ａ＝２０１ｍ２
連節ブロック張工 Ｌ＝３９．６ｍ Ａ＝６６ｍ２
17,955,000 ４５８号 復旧延長Ｌ＝２９．２ｍ（左岸Ｌ＝２９．２ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝１２．８ｍ ＳＬ＝４．５ｍ Ａ＝５８ｍ２
根継工 Ｌ＝１０．０ｍ Ｈ＝２．１ｍ Ａ＝１３ｍ２
根固ブロック Ｎ＝２６個

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年7月1日

３２７号 復旧延長Ｌ＝４０．２ｍ（右岸Ｌ＝４０．２ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝４０．２ｍ ＳＬ＝５．０ｍ Ａ＝２０１ｍ２
連節ブロック張工 Ｌ＝３９．６ｍ Ａ＝６６ｍ２
16,929,150 ４５８号 復旧延長Ｌ＝２９．２ｍ（左岸Ｌ＝２９．２ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝１２．８ｍ ＳＬ＝４．５ｍ Ａ＝５８ｍ２
根継工 Ｌ＝１０．０ｍ Ｈ＝２．１ｍ Ａ＝１３ｍ２
根固ブロック Ｎ＝２６個

平成２３年９月２０日～９月２１日の台風１５号及び
豪雨により被災した箇所について、本設計書のとお
り復旧したい

1回目

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東5739

平成24年7月2日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 大森川
２７・４５８号
業（債務）
可児市 大森１・２

契約金額（円）

岐阜県加茂郡八百津
町福地1050

平成24年 2月13日

工第Ｈ２３災３
公共 河川災害復旧事 公共 河川災害復旧事
４５・３４６外２
業（債務）
業（債務）
箇所号

施工（履行）期間

―

当初

岐阜県可児市土田
2060

平成24年6月6日
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【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月13日

木曽川水系 飯田川
工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧事
加茂郡 八百津町 上
６９・４７０号
業（債務）
飯田１・２

土木一式工事 （株）日進建設

土木一式工事 山田土建（株）

工事（業務）概要

平成24年 2月13日～
平成24年 6月21日

【４６９号 上飯田１】
復旧延長 L＝29．2m （右岸L＝19．6m、左岸L＝11．3m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝19．6m SL＝2．9～3．1m A＝59m2
左岸 L＝11．0m SL＝2．5～3．0m A＝31m2
10,395,000
根固ブロック（0．5t） N＝13個
【４７０号 上飯田２】
復旧延長 L＝24．5m （右岸L＝24．5m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） L＝22．4m
SL＝2．1～2．8m A＝58m2

平成24年2月13日～
平成24年6月21日

【４６９号 上飯田１】
復旧延長 L＝29．2m （右岸L＝19．6m、左岸L＝11．3m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝19．6m SL＝2．9～3．1m A＝59m2
左岸 L＝10. 9m SL＝2．5～3．0m A＝30m2
9,266,250
根固ブロック（0．5t） N＝13個
【４７０号 上飯田２】
復旧延長 L＝24．5m （右岸L＝24．5m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） L＝22．4m
SL＝2．1～2．8m A＝58m2

変更理由

変更回次

―

当初

残土処分地について当初予定した箇所に処分でき
なくなったため、処分地を変更したい

1回目

平成24年 2月13日～
平成24年 2月13日
平成24年 7月 1日

３１２号 復旧延長 Ｌ＝３０．０ｍ（右岸Ｌ＝３０．０ｍ）
練石積工 Ｌ＝２８．８ｍ ＳＬ＝６．７ｍ Ａ＝１９２ｍ2
小口止工 Ｎ＝１基 縦溝工 Ｎ＝１基
17,955,000
３１５号 復旧延長 Ｌ＝２２．０ｍ（右岸Ｌ＝２２．０ｍ）
練石積工 Ｌ＝２０．８ｍ ＳＬ＝３．５～７．３ｍ Ａ＝１４６ｍ2
小口止工 Ｎ＝４基 階段工 Ｎ＝１基

平成24年2月13日～
平成24年7月1日

３１２号 復旧延長 Ｌ＝３０．０ｍ（右岸Ｌ＝３０．０ｍ）
練石積工 Ｌ＝２８．８ｍ ＳＬ＝６．７ｍ Ａ＝１９２ｍ2
小口止工 Ｎ＝１基 縦溝工 Ｎ＝１基
18,031,650
３１５号 復旧延長 Ｌ＝２２．０ｍ（右岸Ｌ＝２２．０ｍ）
練石積工 Ｌ＝２０．８ｍ ＳＬ＝３．５～７．３ｍ Ａ＝１４６ｍ2
小口止工 Ｎ＝４基 階段工 Ｎ＝１基

平成24年 2月13日～
平成24年 3月28日

２３災５３１号
復旧延長 Ｌ＝１５．５ｍ Ｗ＝３．５（７．０）ｍ
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） Ａ＝３７ｍ2
17,850,000 取付石積工 Ａ＝１ｍ2 舗装版取壊工 Ａ＝１１ｍ2
舗装復旧工 Ａ＝７ｍ2
２３災５３２号
復旧延長 Ｌ＝２６．７ｍ Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年5月30日

２３災５３１号
復旧延長 Ｌ＝１５．５ｍ Ｗ＝３．５（７．０）ｍ
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） Ａ＝３７ｍ2
18,267,900 取付石積工 Ａ＝４ｍ2 舗装版取壊工 Ａ＝１１ｍ2
舗装復旧工 Ａ＝７ｍ2
２３災５３２号
復旧延長 Ｌ＝２６．７ｍ Ｗ＝４．０（５．０）ｍ

・５３１号 転石破砕が不要であったので減工した
い。建設発生土の運搬先を変更したい。現地状況確
認の結果、取り付け石積みの形状を変更し、面積を
増工したい。
・５３２号 土工実施時に法面崩壊があったので、舗
装撤去復旧工を増工したい。
建設発生土の運搬先を変更したい。ブロック積基礎
工及び天端工に違算があったことから数量を増工し
たい。

2回目

岐阜県加茂郡東白川
村神土788

平成24年6月1日

平成24年 2月13日

主要地方道 白川福岡
工第２３災５３ 公共 道路災害復旧事
線 加茂郡 白川町 土木一式工事 （株）安江土建
１・５３２号
業
黒川

契約金額（円）

岐阜県美濃加茂市下
米田為岡88

平成24年6月11日

木曽川水系 白川
工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事
加茂郡 東白川村 五
１２・３１５号
業（債務）
加

施工（履行）期間

岐阜県加茂郡白川町
黒川2465-1

平成24年5月11日
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―

地元要望により仮設工法を変更する

当初

1回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月13日

主要地方道 恵那蛭川
工第２３災５３ 公共 道路災害復旧事
東白川線 加茂郡東 土木一式工事 山田土建（株）
８号
業（債務）
白川村神土

平成24年 2月13日

平成24年 2月13日

土木一式工事 （株）天野建設

土木一式工事 （株）國本起業

変更回次

平成24年 2月13日～
平成24年 8月30日

復旧延長 Ｌ＝２１．６ｍ Ｗ＝３．２（３．６）ｍ
橋梁上部工（プレテンション方式単純床版橋）Ｌ＝９．６６０ｍ
橋梁下部工（逆Ｔ式橋台）Ｎ＝２基
コンクリートブロック積工（植生に配慮）（左右岸）Ｌ＝２０．６２ｍ
23,625,000 ＳＬ＝２．１６～５．００ｍ
Ａ＝６１ｍ２ 練石積工（右岸）Ｌ＝２．０ｍＳＬ＝２．０ｍＡ＝４ｍ２(左
岸）
（左岸）Ｌ＝３．５７ｍＳＬ＝２．３５～４．７３ｍＡ＝１１ｍ２
床止工Ｌ＝１１．１６ｍＨ＝４．７ｍ

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年8月30日

復旧延長 L＝21．6m W＝3．2（3．6）m
橋梁上部工（フ゜レテンション方式単純床版橋） L＝9．660m
橋梁下部工（逆Ｔ式橋台） N＝2基
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）（左右岸）L＝20．62m
SL＝0．58～4．87m A＝65m2
22,765,050
練石積工（右岸）L＝2．5m SL＝2．0m A＝5m2 （左岸）L＝3．60m
SL＝2．50～4．30m A＝11m2
床止工 L＝11．16m H＝4．7m V＝45m3 舗装工 A＝63m2
区画線工 L＝57m 防護柵設置工 L＝9m
排水構造物工 L＝13m 仮設工 N＝1式

・掘削の結果による岩盤線の変更に伴い土工数量
の変更。
・残土処理場が近傍にあったので運搬距離の変更。
・鉄筋数量に設計上の錯誤があり訂正のための変
更。

1回目

平成24年 2月13日～
平成24年 7月16日

【３２１号 可児川】 復旧延長 L＝42．9m （右岸L＝42．9m）
コンクリートブロック張工 L＝42．9m SL＝6．0～9．8m A＝322m2
【３２２号 可児川】 復旧延長 L＝7．0m （右岸L＝7．0m）
24,832,500 コンクリートブロック張工 L＝7．0m SL＝5．5m A＝39m2
【４９７号 切木川】 復旧延長 L＝18．1m （右岸L＝18．1m、左岸L＝
8．6m） コンクリートブロック積工 L＝26．7m SL＝3．5～5．1m A
＝118m2

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年7月16日

【３２１号 可児川】 復旧延長 L＝42．9m （右岸L＝42．9m）
コンクリートブロック張工 L＝42．5m SL＝6．0～9．8m A＝313m2
【３２２号 可児川】 復旧延長 L＝7．0m （右岸L＝7．0m）
26,085,150 コンクリートブロック張工 L＝6．7m SL＝5．5m A＝37m2
残土処分地の変更
【４９７号 切木川】 復旧延長 L＝18．1m （右岸L＝18．1m、左岸L＝
8．6m） コンクリートブロック積工 L＝26．6m SL＝3．5～5．1m A
＝114m2

平成24年 2月13日～
平成24年 8月 5日

第498号 復旧延長 L＝47．9ｍ（右岸L＝36．9m 左岸L＝16．0m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝51．7m SL＝2．5～4．6m A＝
174m2
第502号 復旧延長 L＝48．9ｍ（右岸L＝48．9m）
30,975,000
コンクリートフ゛ロック積工 L＝48．3m SL＝2．8～3．9m A＝
164m2
第503号 復旧延長 L＝58．3ｍ（右岸L＝14．6m 左岸L＝58．3m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝58．5m SL＝4．9～6．6 A＝256m2

平成24年2月13日～
平成24年12月25日

第498号 復旧延長 L＝46．7ｍ（右岸L＝35．2m 左岸L＝16．5m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝50．0m SL＝2．5～4．6m A＝
169m2
第502号 復旧延長 L＝48．9ｍ（右岸L＝48．9m）
32,578,350
コンクリートフ゛ロック積工 L＝48．3m SL＝2．8～3．9m A＝
164m2
第503号 復旧延長 L＝57．7ｍ（右岸L＝14．3m 左岸L＝57．7m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝57．2m SL＝5．1～6．6 A＝254m2

岐阜県可児郡御嵩町
中切960-1

平成24年12月17日

木曽川水系 切木川
工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧事
可児郡 御嵩町 小原
９９・５００号
業（債務）
２，３

変更理由

岐阜県可児郡御嵩町
比衣433

平成24年7月3日

工第Ｈ２３災４
木曽川水系 切木川
公共 河川災害復旧事
９８・５０２・５０
可児郡 御嵩町 小原
業（債務）
３号
ほか

契約金額（円）

岐阜県加茂郡東白川
村神戸788

平成24年8月10日

工第Ｈ２３災３
木曽川水系 可児川・切
公共 河川災害復旧事
２１・３２２・４９
木川 可児郡 御嵩町 土木一式工事 （株）御嵩重機建設
業（債務）
７号
御嵩１・２、井尻

施工（履行）期間

工事（業務）概要

平成24年 2月13日～
平成24年2月13日
平成24年 7月 1日

第499号 復旧延長 L＝30．7ｍ（右岸L＝11．6m 左岸L＝20．7m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
L＝31．4m SL＝2．2～4．2m A＝98m2
15,540,000
第500号 復旧延長 L＝81．6ｍ（右岸L＝69．6m 左岸L＝40．2m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
L＝108．0m SL＝1．6～2．1m A＝209m2

平成24年2月13日～
平成24年7月1日

第499号 復旧延長 L＝30．7ｍ（右岸L＝11．6m 左岸L＝20．7m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
L＝31．4m SL＝2．2～4．2m A＝98m2
15,964,200
第500号 復旧延長 L＝81．6ｍ（右岸L＝69．6m 左岸L＝40．2m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
L＝108．0m SL＝1．6～2．1m A＝209m2

1回目

―

当初

残土処理地の変更。土質確認結果による護岸の変更。 3回目

―

当初

岐阜県可児郡御嵩町
比衣442-1

平成24年6月1日
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台風１５号に伴う豪雨により被災した本箇所につい
て、本設計書のとおり復旧工事を実施したい。

1回目

【公表様式】
工事（委託）
番号

工事（業務）名

施工場所

木曽川水系 神淵川
工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧事
加茂郡 七宗町 神淵
８５・４８６号
業（債務）
１，２

工事（業務）
種別

契約の相手方の
商号又は名称

土木一式工事 （株）長尾土建

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年2月13日～
平成24年12月15日
平成25年1月10日

本工事（１） 第485号 神淵川 神淵１
復旧延長 L＝13．0ｍ（左岸L＝13．0m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝12．7m SL＝4．3～4．6m A＝58m2
9,120,300
残土処理地の変更
本工事（２） 第486号 神淵川 神淵２
復旧延長 L＝6．0ｍ（左岸L＝6．0m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝5．7m SL＝4．7m A＝27m2

岐阜県加茂郡七宗町
神渕1929-2

変更回次

―

当初

2回目

平成24年 2月13日～
平成24年 7月16日

平成24年2月13日～
平成24年12月20日

４７９号 復旧延長Ｌ＝２６．５ｍ（左岸Ｌ＝２６．５ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝２６．２ｍ ＳＬ＝５．１～５．４ｍ Ａ＝１３７ｍ２
４８０号 復旧延長Ｌ＝５８．２ｍ（右岸Ｌ＝３７．５ｍ 左岸Ｌ＝２０．７
26,948,250
ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸Ｌ＝１１．０ｍ ＳＬ＝６．３～６．６ｍ Ａ＝６５ｍ２
左岸Ｌ＝２０．１ｍ ＳＬ＝６．５～６．８ｍ Ａ＝１３４ｍ２

平成24年 2月13日～
平成24年 7月11日

復旧延長 L＝9．5m（右岸L＝9．5m）
大型ブロック積工
右岸 L＝9．2m SL＝9．9～10．0m A＝92m2
19,530,000 小口止工 N＝1基 すり付け工 A＝12m2
工事用道路工 L＝48m
締切排水工 N＝1箇所
大型土のう工 N＝88袋

平成24年2月13日～
平成24年7月11日

復旧延長 L＝9．5m（右岸L＝9．5m）
大型ブロック積工
右岸 L＝9．2m SL＝9．9～10．0m A＝92m2
19,574,100 小口止工 N＝1基 すり付け工 A＝12m2
工事用道路工 L＝48m
締切排水工 N＝1箇所
大型土のう工 N＝88袋

残土処理地の変更

1回目

平成24年 2月13日～
平成24年 2月13日
平成24年 7月16日

復旧延長 L＝117．7m （右岸L＝117．7m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
27,195,000 L＝117．1m SL＝3．9～5．9m A＝628m2
小口止工 N＝2基
すり付け工（練石積） A＝11m2
工事用道路（W＝4．0m） L＝225m 大型土のう N＝86袋

―

当初

平成24年 2月13日～
平成24年 6月22日
平成24年 7月16日

復旧延長 L＝117．7m （右岸L＝117．7m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
28,588,350 L＝117．1m SL＝3．9～6．1m A＝638m2
小口止工 N＝2基
すり付け工（練石積） A＝11m2
工事用道路（W＝4．0m） L＝225m
大型土のう N＝86袋

残土処理の変更

1回目

岐阜県加茂郡白川町
三川1270

岐阜県加茂郡白川町
黒川2465-1

平成24年6月25日

木曽川水系 荒川 加
工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復
茂郡 八百津町 八百 土木一式工事 塚本産業（株）
０６号
旧事業（債務）
津１

変更理由

４７９号 復旧延長Ｌ＝２６．５ｍ（左岸Ｌ＝２６．５ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝２６．２ｍ ＳＬ＝５．１～５．４ｍ Ａ＝１３７ｍ２
４８０号 復旧延長Ｌ＝５８．２ｍ（右岸Ｌ＝３７．５ｍ 左岸Ｌ＝２０．７
27,195,000
ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸Ｌ＝１１．２ｍ ＳＬ＝６．１ｍ Ａ＝６３ｍ２
左岸Ｌ＝２０．１ｍ ＳＬ＝６．５～６．８ｍ Ａ＝１３４ｍ２

平成24年 2月13日

土木一式工事 （株）安江土建

工事（業務）概要

本工事（１） 第485号 神淵川 神淵１
復旧延長 L＝13．0ｍ（左岸L＝13．0m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝12．7m SL＝4．3～4．6m A＝58m2
8,400,000
本工事（２） 第486号 神淵川 神淵２
復旧延長 L＝6．0ｍ（左岸L＝6．0m）
コンクリートフ゛ロック積工 L＝5．7m SL＝4．7m A＝27m2

平成24年12月7日

工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 黒川
７３号
業（債務）
加茂郡 白川町 河岐

契約金額（円）

平成24年 2月13日～
平成24年 2月13日
平成24年 6月 1日

平成24年 2月13日

工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 黒川 加
土木一式工事 丸ス産業（株）
７９・４８０号
業（債務）
茂郡 白川町 三川１・２

施工（履行）期間

―

残土処理地の変更。岩盤線確認結果による護岸工
変更。

―

当初

3回目

当初

岐阜県美濃加茂市本
郷町3丁目16番地7
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【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月13日

工第Ｈ２３災２
公共 河川災害復旧事 木曽川水系 横市川
５２・４５４・４５
業（債務）
可児市 矢戸
５号

土木一式工事 （株）中濃

契約金額（円）

平成24年 2月13日

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年 2月13日～
平成24年 8月 5日

H23災252号矢戸川（矢戸）
復旧延長 L＝32．0m（右岸L＝6．0m，左岸L＝32．0m）
練石積工 L＝37．1m、SL＝4．2～5．6m A＝175m2
H23災454号矢戸川（矢戸）
復旧延長 L＝41．0m（左岸L＝41．0m） コンクリートフ゛ロック積工
28,350,000 （植生に配慮）L＝7．3m SL＝3．7～4．1m
A＝29m2
H23災455号矢戸川（矢戸）
復旧延長 L＝55．8m（右岸L＝41．2m，左岸L＝20．2m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）L＝36．5m、SL＝3．2m
A＝117m2 コンクリートフ゛ロック張工（植生に配慮）L＝15．1m、SL＝
3．2～5.8m A＝65m2

平成24年2月13日～
平成25年1月15日

H23災252号矢戸川（矢戸）
復旧延長 L＝32．0m（右岸L＝6．0m，左岸L＝32．0m）
練石積工 L＝37．1m、SL＝3．7～5．0m A＝157m2
H23災454号矢戸川（矢戸）
復旧延長 L＝41．0m（左岸L＝41．0m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）L＝6．6m SL＝3．7～4．1m A 残土処理地の変更。詳細測量、岩盤確認結果に基
27,970,950
＝27m2
づく護岸工の変更。
H23災455号矢戸川（矢戸）
復旧延長 L＝55．8m（右岸L＝41．2m，左岸L＝20．2m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）L＝34．5m、SL＝3．2m A＝
110m2 コンクリートフ゛ロック張工（植生に配慮）L＝24．9m、SL＝3．2
～5.8m A＝111m2

4回目

平成24年 2月13日～
平成24年 3月28日

２３災３７４号 復旧延長 Ｌ＝１２．５ｍ Ｗ＝３．３（４．５）ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝１１．３ｍＳＬ＝３．４４～
７．１３ｍＡ＝６２ｍ２
２３災３７５号 復旧延長 Ｌ＝１１．５ｍ Ｗ＝３．０（４．０）ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝１０．９ｍＳＬ＝２．０～４．
39,375,000
１ｍＡ＝２９ｍ２
２３災５２４号 復旧延長 Ｌ＝２５．０ｍ Ｗ＝３．５（４．５）ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝２４．４ｍＳＬ＝５．２～６．
７ｍＡ＝１５８ｍ２
２３災５２５号 復旧延長 Ｌ＝２５．５ｍ Ｗ＝６．５（８．８）ｍ

当初

平成24年2月13日～
平成24年12月6日

２３災３７４号 復旧延長 Ｌ＝１２．５ｍ Ｗ＝３．３（４．５）ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝１１．３ｍＳＬ＝３．４４～
７．１３ｍＡ＝６２ｍ２
２３災３７５号 復旧延長 Ｌ＝１１．５ｍ Ｗ＝３．０（４．０）ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝１０．９ｍＳＬ＝２．０～４．
39,367,650
１ｍＡ＝３１ｍ２
２３災５２４号 復旧延長 Ｌ＝２５．０ｍ Ｗ＝３．５（４．５）ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）Ｌ＝２４．４ｍＳＬ＝５．２～６．
７ｍＡ＝１７２ｍ２
２３災５２５号 復旧延長 Ｌ＝２５．５ｍ Ｗ＝６．５（８．８）ｍ

岐阜県可児市坂戸792

平成24年12月10日

工第２３災３７
公共 道路災害復旧事 一般国道 ２５６号
４・３７５外３箇
土木一式工事 丸ス産業（株）
業
加茂郡白川町白山 他
所号

施工（履行）期間

―

岐阜県加茂郡白川町
三川1270

平成24年11月30日
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・２３災３７４号：仮設大型土のうを必要個数に減工。
・２３災３７５号：施工中の背面土砂崩落のため、舗
装復旧面積の増工。
・２３災５２４号：掘削の結果、当初推定した岩盤線の
位置が変更となった。
：仮設道路の防護のため大型土のう
を増工した。

5回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 可児川
１７・４５１号
業（債務）
可児市 平貝戸

土木一式工事 （株）大竹工務店

土木一式工事 （有）巴建設

木曽川水系 荒川 加
工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復
茂郡 八百津町 八百 土木一式工事 （株）日進建設
０７号
旧事業（債務）
津２

岐阜県可児市今渡
301-12

契約金額（円）

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年 2月13日～
平成24年 7月11日

平成24年 2月13日～
平成24年11月22日

H23災325号久々利川（久々利）
復旧延長 L＝81．1m（右岸L＝23．2m，左岸L＝74．1m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝18．7m、SL＝4．2
～4．5m A＝82m2 左岸 L＝19．2m、SL＝4．3m A＝83m2
23,123,100 連節フ゛ロック張工 左岸 L＝32．0m、SL＝3．9～5．4m A＝135m2
H23災326号久々利川（久々利）
復旧延長 L＝32．0m（右岸L＝15．0m，左岸L＝17．0m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝14．9m、SL＝4．1
～4．7m A＝68m2 根継工 L＝17．0m、H＝2．0～2．3m V＝16m3

平成24年11月21日

平成24年2月13日～
平成24年11月22日

H23災325号久々利川（久々利）
復旧延長 L＝81．1m（右岸L＝23．2m，左岸L＝74．1m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝18．7m、SL＝4．2
～4．5m A＝82m2 左岸 L＝19．2m、SL＝4．3m A＝83m2
22,947,750 連節フ゛ロック張工 左岸 L＝32．0m、SL＝3．9～5．4m A＝135m2
残土処理地の変更
H23災326号久々利川（久々利）
復旧延長 L＝32．0m（右岸L＝15．0m，左岸L＝17．0m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝14．9m、SL＝4．1
～4．7m A＝68m2
根継工 L＝17．0m、H＝2．0～2．3m V＝16m3

平成24年 2月13日

平成24年 2月13日～
平成24年 6月 1日

H23災317号可児川（渕之上） 復旧延長 L＝26．0m（左岸L＝26．0m）
根継工（一法型） L＝26．0m、H＝1．5m、V＝22m3
8,767,500 H23災451号可児川（平貝戸） 復旧延長 L＝113．1m（左岸L＝113．
1m）
天端保護工（連節ブロック） L＝106．6m、A＝212m2

平成24年5月7日

平成24年2月13日～
平成24年6月1日

H23災317号可児川（渕之上） 復旧延長 L＝26．0m（左岸L＝26．0m）
根継工（一法型） L＝26．0m、H＝1．5m、V＝22m3
8,591,100 H23災451号可児川（平貝戸） 復旧延長 L＝113．1m（左岸L＝113．
大型土のうを再利用から処分に変更したい。
1m）
天端保護工（連節ブロック） L＝106．6m、A＝207m2

平成24年 2月13日

平成24年 2月13日～
平成24年 5月27日

5,313,000

平成24年5月15日

平成24年2月13日～
平成24年5月27日

復旧延長 L＝12．5ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
4,878,300 左岸 L＝12．5ｍ SL＝5．0ｍ A＝60ｍ2
小口止工 N＝2基
すりつけ工（練石積工） A＝ 9ｍ2

平成24年11月 8日

岐阜県可児市久々利
739-3

復旧延長 L＝12．5ｍ
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
左岸 L＝12．5ｍ SL＝5．0ｍ A＝60ｍ2
小口止工 N＝2基
すりつけ工（練石積工） A＝13ｍ2

残土処理地の変更。

3回目

4回目

―

―

当初

1回目

当初

岐阜県美濃加茂市下
米田為岡88

平成24年 2月13日～
平成24年2月13日
平成24年 3月28日
工第２３災１７ 公共 道路災害復旧事 一般国道 ２５６号 加
土木一式工事 安田建設（株）
９号
業
茂郡 白川町 上佐見

工事（業務）概要

H23災325号久々利川（久々利）
復旧延長 L＝81．1m（右岸L＝23．2m，左岸L＝74．1m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝18．7m、SL＝4．2
～4．5m A＝82m2 左岸 L＝19．2m、SL＝4．3m A＝83m2
21,701,400 連節フ゛ロック張工 左岸 L＝32．0m、SL＝3．9～5．4m A＝135m2
H23災326号久々利川（久々利）
復旧延長 L＝32．0m（右岸L＝15．0m，左岸L＝17．0m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） 右岸 L＝14．7m、SL＝4．1
～4．7m A＝67m2
根継工 L＝17．0m、H＝2．0～2．3m V＝16m3

平成24年 2月13日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 久々利川
２５・３２６号
業（債務）
可児市 久々利

施工（履行）期間

岐阜県加茂郡白川町
上佐見131
平成24年5月11日

平成24年2月13日～
平成24年5月31日
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２３災１７９号
復旧延長 Ｌ＝１０．０ｍ Ｗ＝３．５（４．５）ｍ
7,224,000 コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） Ａ＝７４ｍ2
取付石積工 Ａ＝１１ｍ2 小口止工 Ｎ＝１基
仮設道路 Ｌ＝７０ｍ
大型土のう工 Ｎ＝４５袋

6,032,250

２３災１７９号
復旧延長 Ｌ＝１０．０ｍ Ｗ＝３．５（４．５）ｍ
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮） Ａ＝７４ｍ2
取付石積工 Ａ＝１１ｍ2 小口止工 Ｎ＝１基
仮設道路 Ｌ＝７０ｍ
大型土のう工 Ｎ＝４５袋

現地状況に基づき、擦り付け工を変更したい。

1回目

―

当初

・掘削の結果岩盤が確認されたので、掘削方法の変
更及びブロック積基礎を岩着基礎に変更したい。
・建設発生土の運搬先を変更したい。

2回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

土木一式工事 （株）立保土木

岐阜県加茂郡東白川
村越原1351

工第道改－１
１号

県単 緊急防災対策

一般国道 ２５６号 加
土木一式工事 （株）ニシノ
茂郡 白川町 上佐見

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年2月13日～
平成24年12月1日

第23災180号 復旧延長L＝10．0m W＝6．0（11．5）m
重力式擁壁工（H＝2．0m） L＝10．0m 取付石積工 A＝2m2
舗装復旧工 A＝26m2
24,820,950 第23災383号 復旧延長L＝14．2m W＝5．5（6．5）m
大型ブロック積工（t＝1200） A＝122m2
防護柵撤去・設置工 L＝16m 舗装版撤去・復旧工 A＝23m2
第23災533号 復旧延長L＝19．5m W＝4．0（5．0）m

・現場状況による仮設計画の変更。

4回目

平成24年2月13日～
平成24年12月1日

第23災180号 復旧延長L＝10．0m W＝6．0（11．5）m
重力式擁壁工（H＝2．0m） L＝10．0m 取付石積工 A＝2m2
舗装復旧工 A＝26m2
24,416,700 第23災383号 復旧延長L＝14．2m W＝5．5（6．5）m
大型ブロック積工（t＝1200） A＝116m2
防護柵撤去・設置工 L＝16m 舗装版撤去・復旧工 A＝23m2
第23災533号 復旧延長L＝19．5m W＝4．0（5．0）m

・２３災３８３号：ブロック積の精査により面積の変更。

5回目

平成24年 2月20日～
平成24年10月31日

復旧延長 L＝59．0m W＝5．5（7．0）m
掘削工 V＝19，280m3
植生基材吹付工（t＝5cm） A＝2，140m2
149,100,000 張コンクリート工（t＝10cm） A＝759m2
排水構造物工（BF－300） L＝331m
地下水排除工 横ボーリング工 L＝485m 流末処理工 N＝1式
構造物取壊工 V＝4m3 仮設工 N＝1式

―

当初

平成24年 2月20日～
平成24年10月31日

復旧延長 L＝59．0m W＝5．5（7．0）m
掘削工 V＝19，280m3
植生基材吹付工（t＝5cm） A＝2，140m2
178,613,400 張コンクリート工（t＝10cm） A＝759m2
排水構造物工（BF－300） L＝331m
地下水排除工 横ボーリング工 L＝485m 流末処理工 N＝1式
構造物取壊工 V＝4m3 仮設工 N＝1式

・残土運搬距離の変更。

2回目

平成24年11月 1日

平成24年 2月20日～
平成24年11月30日

復旧延長 L＝59．0m W＝5．5（7．0）m
掘削工 V＝19，280m3
植生基材吹付工（t＝5cm） A＝2，180m2
178,606,050 張コンクリート工（t＝10cm） A＝721m2
排水構造物工（BF－300） L＝283m
地下水排除工 横ボーリング工 L＝485m 流末処理工 N＝1式
構造物取壊工 V＝6m3 仮設工 N＝1式

・掘削後の法面積の確認結果による面積の変更。
・現地地形に合わせたボーリング足場面積の変更。

4回目

平成24年 2月20日

平成24年 2月20日～
平成24年 3月28日

13,177,500

施工延長 Ｌ＝８４．２ｍ Ｗ＝４．０（５．０）ｍ
土 工 切土Ｖ＝８２０ｍ3
排水工 ＰＵ３－３００×３００ Ｌ＝５６ｍ、Ｌ型側溝 Ｌ＝２８ｍ
落石防護柵工 Ｈ＝２．０ｍ Ｌ＝４５．６ｍ

―

当初

平成24年 6月1日

平成24年 2月20日～
平成24年 7月31日

13,977,600

施工延長 Ｌ＝８４．２ｍ Ｗ＝４．０（５．０）ｍ
土 工 切土Ｖ＝８２０ｍ3
排水工 ＰＵ３－３００×３００ Ｌ＝５６ｍ、Ｌ型側溝 Ｌ＝２８ｍ
落石防護柵工 Ｈ＝２．０ｍ Ｌ＝４５．６ｍ

平成24年11月1日

平成24年 2月20日

岐阜県加茂郡八百津
町八百津3321-12

工事（業務）概要

平成24年 2月13日～
平成24年 3月28日

平成24年11月15日

一般県道 中野方七宗
工第２３災３８ 公共 道路災害復旧事
線 加茂郡 八百津 土木一式工事 （株）土谷組
４号
業（債務）
町 福地

契約金額（円）

第23災180号 復旧延長L＝10．0m W＝6．0（11．5）m
重力式擁壁工（H＝2．0m） L＝10．0m 取付石積工 A＝2m2
舗装復旧工 A＝26m2
28,245,000 第23災383号 復旧延長L＝14．2m W＝5．5（6．5）m
大型ブロック積工（t＝1200） A＝122m2
防護柵撤去・設置工 L＝16m 舗装版撤去・復旧工 A＝23m2
第23災533号 復旧延長L＝19．5m W＝4．0（5．0）m

平成24年 2月13日

工第２３災１８
一般国道 ２５６号 他
公共 道路災害復旧事
０・３８３・５３３
加茂郡 東白川村 神
業
号
土 他

施工（履行）期間

平成24年 9月18日

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東5739
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地元調整の結果、全面通行止めでの施工が可能と
なったため、交通整理員を減じたい。
当初予定の残土受入地が受入不能となったため、
残土処理距離を増やしたい。

3回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月20日

木曽川水系 石川・亀洞
工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復
川 加茂郡 八百津町 土木一式工事 （株）土谷組
１１・５１９号
旧事業（債務）
和知

平成24年 2月20日

土木一式工事 北川工務（株）

平成24年 2月20日

土木一式工事 （株）御嵩重機建設

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年 2月20日～
平成24年 8月12日

平成24年 2月20日～
平成24年11月30日

【５１１号 石川】
復旧延長 L＝85．9m （右岸L＝58．0m、左岸L＝55．0m）
コンクリートブロック積工L＝107．9m SL＝2．1～3．9m A＝320m2
根固ブロック（0．5t） N＝44個
27,877,500
仮設計画の変更。残土処分地の変更。
【５１９号 亀洞川】
復旧延長 L＝31．3m （右岸L＝17．8m、左岸L＝15．0m）
コンクリートブロック積工L＝31．9m SL＝3．1～3．7m A＝116m2
根固ブロック（1．0t） N＝6個

2回目

平成24年 2月20日～
平成24年 7月23日

復旧延長 L＝148．2m （左岸L＝66．4m、右岸L＝54．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
左岸 L＝66．4m SL＝2．7～4．4m A＝229m2
右岸 L＝54．0m SL＝2．8～4．3m A＝191m2
27,434,400
練石積工 A＝34m2
床固工 N＝1基
帯工 N＝4基

当初

平成24年 2月20日～
平成24年11月30日

復旧延長 L＝148．2m （左岸L＝66．4m、右岸L＝54．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
左岸 L＝68．4m SL＝2．7～4．4m A＝241m2
右岸 L＝56．0m SL＝2．8～4．3m A＝202m2
24,373,650
練石積工 A＝0m2
床固工 N＝1基
帯工 N＝4基

平成24年 2月20日～
平成24年 7月23日

復旧延長 L＝107．8m（右岸L＝83．5m 左岸 L＝107．8m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝ 82．6m SL＝3．2～3．5m A＝269．3*
26,985,000
左岸 L＝106．9m SL＝3．2～3．5m A＝346．3*
小口止工 N＝2基
帯工 N＝1基
護床ブロック（2t）N＝12個

平成24年2月20日～
平成25年3月20日

復旧延長 L＝ 83．5m（右岸L＝83．5m 左岸 L＝34．9m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸 L＝ 83．2m SL＝2．6～3．5m A＝231m2
15,554,700
左岸 L＝ 34．6m SL＝2．6～2．8m A＝ 90m2
小口止工 N＝2基
帯工 N＝0基
護床ブロック（2t）N＝ 0個

平成24年 2月20日～
平成24年 7月 8日

復旧延長 L＝30．2m （右岸L＝14．4m、右岸L＝26．0m）
コンクリートブロック積（植生に配慮）
右岸 L＝26．0m SL＝3．8～5．1m A＝117m2
15,120,000 左岸 L＝14．4m SL＝3．4～5．9m A＝70m2
根固ブロック（0．5t） N＝90個
工事用道路（W＝4．0m） L＝117m
掛樋工（φ 600） L＝132m

平成24年2月20日～
平成24年8月18日

復旧延長 L＝30．2m （右岸L＝14．4m、右岸L＝26．0m）
コンクリートブロック積（植生に配慮）
右岸 L＝26．0m SL＝3．8～5．1m A＝117m2
14,927,850 左岸 L＝14．4m SL＝3．4～5．9m A＝70m2
根固ブロック（0．5t） N＝70個
工事用道路（W＝4．0m） L＝117m
掛樋工（φ 600） L＝132m

―

床固工を落差工へ変更。合算による諸経費の変
更。残土処分地の変更。

―

3回目

当初

岐阜県可児郡御嵩町
比衣433

平成25年2月25日

平成24年 2月20日

工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復 木曽川水系 石川 加
土木一式工事 （株）土谷組
１０号
旧事業（債務）
茂郡 八百津町 野上

工事（業務）概要

【５１１号 石川】
復旧延長 L＝85．9m （右岸L＝58．0m、左岸L＝55．0m）
コンクリートブロック積工L＝107．9m SL＝2．1～3．9m A＝323m2
根固ブロック（0．5t） N＝66個
29,715,000
【５１９号 亀洞川】
復旧延長 L＝31．3m （右岸L＝17．8m、左岸L＝15．0m）
コンクリートブロック積工L＝31．9m SL＝3．1～3．7m A＝116m2
根固ブロック（1．0t） N＝9個

岐阜県美濃加茂市西
町5-71

平成24年11月16日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 可児川
１８号
業（債務）
可児郡 御嵩町 次月

契約金額（円）

岐阜県加茂郡八百津
町八百津3321-12

平成24年11月22日

木曽川水系 辛沢川
工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害復
加茂郡 八百津町 伊
１６号
旧事業（債務）
岐津志２

施工（履行）期間

関連事業の計画変更にともなう変更。

―

3回目

当初

岐阜県加茂郡八百津
町八百津3321-12

平成24年8月1日
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詳細測量結果に基づく、根固ブロック及びふとんか
ごの設置数変更。

2回目

【公表様式】
工事（委託）
番号

工事（業務）名

工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害
１５号
復旧事業（債務）

施工場所

木曽川水系 辛沢川
加茂郡 八百津町 伊
岐津志１

工事（業務）
種別

契約の相手方の
商号又は名称

土木一式工事 北川工務（株）

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

木曽川水系 津橋川
可児郡 御嵩町 津橋
２・３

土木一式工事 （株）天野建設

平成24年2月20日～
平成24年8月31日

復旧延長 L＝41．6m （左岸L＝25．4m、右岸L＝33．6m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸L＝32．2m SL＝2．7～4．1m A＝107m2
10,265,850
左岸L＝22．5m SL＝2．9～4．8m A＝82m2
小口止工 N＝2基
根固ブロック（0．5t） N＝30個

土木一式工事 （株）天野建設

平成24年 2月20日～
平成24年 2月20日
平成24年 7月 8日

【４６２号 津橋２】 復旧延長 L＝9．0m（左岸）
コンクリートブロック積（植生に配慮）
L＝8．4m SL＝3．8～4．0m A＝33m2
18,690,000
【４６３号 津橋３】 復旧延長 L＝68．0m（右岸）
コンクリートブロック積（植生に配慮）
L＝67．1m SL＝1．3～4．5m A＝339m2

平成24年2月20日～
平成24年12月31日

【４６２号 津橋２】 復旧延長 L＝9．0m（左岸）
コンクリートブロック積（植生に配慮）
L＝8．4m SL＝3．8～4．0m A＝33m2
19,327,350
【４６３号 津橋３】 復旧延長 L＝68．0m（右岸）
コンクリートブロック積（植生に配慮）
L＝67．1m SL＝1．3～4．5m A＝337m2

平成24年 2月20日～
平成24年 8月22日

【４６１号 津橋川】
復旧延長 L＝74．0m （右岸L＝51．5m、左岸L＝22．5m）
コンクリートブロック積工 L＝51．2m SL＝4．8～5．8m A＝296m2
石張工 L＝9．4m SL＝4．6～6．2m A＝56m2
根継工 L＝12．5m A＝18m3
41,580,000 【４６４号 津橋川】
復旧延長 L＝11．5m（右岸L＝11．5m）
コンクリートブロック積工 L＝10．9m SL＝3．6～4．0m A＝41m2
【４６５号 津橋川】
復旧延長 L＝55．0m（右岸L＝55．0m）
コンクリートブロック積工 L＝55．0m SL＝4．1～5．1m A＝247m2

平成24年2月20日
平成24年11月30日

【４６１号 津橋川】
復旧延長 L＝74．0m （右岸L＝51．5m、左岸L＝22．5m）
コンクリートブロック積工 L＝51．2m SL＝4．5～5．8m A＝295m2
石張工 L＝9．4m SL＝4．6～6．2m A＝56m2
根継工 L＝12．5m A＝18m3
42,893,550 【４６４号 津橋川】
復旧延長 L＝11．5m（右岸L＝11．5m）
コンクリートブロック積工 L＝10．9m SL＝3．6～4．0m A＝41m2
【４６５号 津橋川】
復旧延長 L＝55．0m（右岸L＝55．0m）
コンクリートブロック積工 L＝55．0m SL＝4．1～5．1m A＝243m2

岐阜県可児郡御嵩町
中切960-1

平成24年 2月20日～
平成24年 2月20日
平成24年 9月 6日
普通河川 荒川 加
茂郡 八百津町 八百
津３

土木一式工事 （株）栗山組

変更回次

―

当初

岩盤確認にともなう、護岸工の法長及び基礎工の変更。2回目

―

残土処分地及び仮設工の変更

―

当初

4回目

当初

岐阜県可児郡御嵩町
中切960-1

平成24年11月9日

工第Ｈ２３災５ 公共 砂防設備災害
０８号
復旧事業（債務）

変更理由

岐阜県美濃加茂市西
町5-71

平成24年 2月20日

木曽川水系 津橋川
可児郡 御嵩町 津橋
１、美佐野１・２

工事（業務）概要

復旧延長 L＝41．6m （左岸L＝25．4m、右岸L＝33．6m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
右岸L＝32．2m SL＝2．8～4．1m A＝109m2
14,836,500
左岸L＝22．5m SL＝3．7～4．8m A＝91m2
小口止工 N＝2基
根固ブロック（0．5t） N＝49個

平成24年12月18日

工第Ｈ２３災４
公共 河川災害復旧
６１・４６４・４６
事業（債務）
５号

契約金額（円）

平成24年 2月20日～
平成24年 2月20日
平成24年 7月 8日

平成24年8月24日

工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧
６２・４６３号
事業（債務）

施工（履行）期間

復旧延長 L＝427．0ｍ（右岸L＝258．8m 左岸L＝168．6m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）右岸L＝257．9m
SL＝3．7～4．0m A＝997m2
57,729,000
左岸 L＝167．1m SL＝3．8～4．5m A＝671m2
小口止工 N＝8基 土砂除去 V＝3100m3 掘削工 V＝670m3
盛土（BA1）V＝1100m3 盛土（BA2）V＝2900m3

残土処分地の変更

3回目

―

当初

岐阜県加茂郡坂祝町
酒倉2008

平成24年10月2日

平成24年2月20日～
平成24年10月10日
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復旧延長 L＝427．0ｍ（右岸L＝258．8m 左岸L＝168．6m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）右岸L＝257．9m
SL＝3．7～4．0m A＝988m2
58,289,700
左岸 L＝167．2m SL＝3．8～4．5m A＝671m2
小口止工 N＝7基 土砂除去 V＝3100m3 掘削工 V＝670m3
盛土（BA1）V＝1000m3 盛土（BA2）V＝2500m3

建設発生土等の処分に関する変更。

2回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月20日

工第Ｈ２３災４
木曽川水系 稲田川
公共 河川災害復旧事
８７・４８８外３
加茂郡 白川町 下佐
業（債務）
箇所号
見

土木一式工事 （株）ニシノ

平成24年 2月20日

木曽川水系 佐見川
加茂郡 白川町 下佐
見

土木一式工事 （株）ニシノ

契約金額（円）

工事（業務）概要

平成24年 2月20日～
平成24年 9月16日

第351号
復旧延長L＝33．0m 練石積工A＝89m2 フ゛ロック積工A＝143m2
第352号
復旧延長L＝35．0m 練石積工A＝186m2 フ゛ロック積工A＝45m2
第353号
76,650,000 復旧延長L＝18．0m 練石積工A＝71m2
第487号
復旧延長L＝68．5m フ゛ロック積工A＝257m2
フ゛ロック積直工A＝114m2
第488号
復旧延長L＝104．4m 練石積工A＝181m2 巨石積工A＝158m2

平成24年2月20日～
平成25年2月14日

第351号
復旧延長L＝33．0m 練石積工A＝89m2 フ゛ロック積工A＝143m2
第352号
復旧延長L＝35．0m 練石積工A＝186m2 フ゛ロック積工A＝45m2
第353号
80,301,900 復旧延長L＝18．0m 練石積工A＝71m2
第487号
復旧延長L＝68．5m フ゛ロック積工A＝257m2
フ゛ロック積直工A＝114m2
第488号
復旧延長L＝104．4m 練石積工A＝180m2 巨石積工A＝153m2

平成24年 2月20日～
平成24年 9月16日

339号 復旧延長 L＝15．0m
練石積工 L＝14．4m SL＝5．5m A＝79m2
340号 復旧延長 L＝19．0m
練石張工 L＝18．4m SL＝7．8m A＝144m2
341号 復旧延長 L＝43．0m
フ゛ロック積 L＝42．7m SL＝4．8m A＝205m2
342号 復旧延長 L＝49．0m
77,385,000
練石積工 L＝47．8m SL＝4．6～5．4m A＝247m2
343号 復旧延長 L＝14．0m
フ゛ロック積L＝13．7m SL＝6．3～6．6m A＝88m2
344号 復旧延長 L＝17．0m
フ゛ロック積L＝16．4m SL＝4．2～4．6m A＝71m2
483号 復旧延長 L＝82．0m
練石積張工A＝196m2 巨石積工A＝133m2

平成24年2月20日～
平成25年2月28日

339号 復旧延長 L＝15．0m
練石積工 L＝14．4m SL＝5．5m A＝79m2
340号 復旧延長 L＝19．0m
練石張工 L＝18．4m SL＝7．8m A＝129m2
341号 復旧延長 L＝43．0m
フ゛ロック積 L＝42．7m SL＝4．8m A＝205m2
342号 復旧延長 L＝49．0m
75,115,950
練石積工 L＝47．8m SL＝4．6～5．4m A＝247m2
343号 復旧延長 L＝14．0m
フ゛ロック積L＝13．7m SL＝6．3～6．6m A＝88m2
344号 復旧延長 L＝17．0m
フ゛ロック積L＝16．4m SL＝4．2～4．6m A＝71m2
483号 復旧延長 L＝82．0m
練石積張工A＝214m2 巨石積工A＝144m2

変更理由

変更回次

―

当初

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東5739

平成25年2月1日

工第Ｈ２３災３
公共 河川災害復旧
３９・３４０外５
事業（債務）
箇所号

施工（履行）期間

残土処理地の変更

4回目

―

当初

残土処理地の変更。岩盤確認による護岸工の変更。

5回目

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東5739

平成25年2月4日
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【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月20日

工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧
４２外４箇所号 事業（債務）

木曽川水系 白川
加茂郡 白川町 和泉
１・２、河岐１・２・３

土木一式工事 大脇建設（株）

平成24年 2月20日

木曽川水系 黒川 加
茂郡 白川町 黒川３、 土木一式工事 （株）安江土建
４、５

平成24年 2月20日

木曽川水系 白川 加
土木一式工事 大脇建設（株）
茂郡 白川町 和泉３

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年 2月20日～
平成24年 9月 6日

442号 L＝7．8m 練石積工L＝7．8m SL＝5．2～6．5m A＝60m2
443号 L＝21．2m フ゛ロック張工L＝20．9m SL＝5．3～7．9m
A＝139m2
446号 L＝21．0m 練石積工 L＝12．1m SL＝2．9～3．5m A＝38m2
65,100,000 フ゛ロック積工L＝8．6m SL＝2．9～3．3m A＝30m2
447号 L＝35．7m フ゛ロック張工L＝25．1m SL＝9．0～9．7ｍ
A＝234m2 フ゛ロック積工L＝9．4m SL＝4．5～5．1ｍ A＝45m2
448号 L＝43．6m フ゛ロック積工L＝43．3m SL＝4．1～5．1ｍ
A＝205m2

平成24年2月20日～
平成25年3月15日

442号 L＝7．8m 練石積工L＝7．3m SL＝5．2～6．5m A＝44m2
443号 L＝21．2m フ゛ロック張工L＝20．9m SL＝5．5～8．7m
A＝147m2
446号 L＝21．0m 練石積工 L＝12．1m SL＝2．9～3．5m A＝38m2
残土処分地の変更。岩盤確認結果に基づく護岸工
66,948,000 フ゛ロック積工L＝8．6m SL＝2．9～3．3m A＝29m2
の変更。
447号 L＝35．7m フ゛ロック張工L＝25．1m SL＝9．0～9．7ｍ
A＝234m2 フ゛ロック積工L＝9．4m SL＝4．5～5．1ｍ A＝45m2
448号L＝43．6m フ゛ロック積工L＝43．3m SL＝4．1～7．5ｍ
A＝278m2

3回目

平成24年 2月20日～
平成24年 8月27日

２３災４７６号
復旧延長 L＝140．5m（右岸L＝68．4m 左岸L＝79．1m）
ブロック積工（植生に配慮） L＝63．1m SL＝4．1～7．9m A＝341m2
53,760,000 ２３災４７７号 復旧延長 L＝32．0m（右岸）
ブロック積工（植生に配慮）L＝31．7m SL＝4．5～5．7m A＝164m2
２３災４７８号 復旧延長 L＝115．6（右岸L＝7．5m 左岸L＝108．1m）
ブロック積工（植生に配慮）L＝27．7m SL＝3．6～6．3m A＝131m2

当初

平成24年2月20日～
平成25年3月7日

２３災４７６号
復旧延長 L＝140．5m（右岸L＝68．4m 左岸L＝79．1m）
ブロック積工（植生に配慮） L＝63．1m SL＝4．1～7．9m A＝350m2
50,870,400 ２３災４７７号 復旧延長 L＝32．0m（右岸）
残土処理地の変更
ブロック積工（植生に配慮）L＝31．7m SL＝4．6～5．9m A＝168m2
２３災４７８号 復旧延長 L＝115．6（右岸L＝7．5m 左岸L＝108．1m）
ブロック積工（植生に配慮）L＝27．6m SL＝3．6～6．3m A＝130m2

平成24年 2月20日～
平成24年 9月 6日

復旧延長 L＝280．1m（右岸L＝43．0m、左岸L＝152．6m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
右岸L＝42．7m SL＝5．7～7．2m A＝288m2
75,600,000 巨石張工 左岸L＝126．5m SL＝5．4～9．9m A＝1，487m2
練石張工 左岸L＝11．0m SL＝3．6～5．4m A＝49m2
練石積工 左岸L＝8．2m SL＝3．6m A＝29m2
埋そく土砂撤去工 V＝11，600m3

平成24年2月20日～
平成25年3月20日

復旧延長 L＝280．1m（右岸L＝43．0m、左岸L＝152．6m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
右岸L＝42．7m SL＝5．7～7．2m A＝283m2
76,945,050 巨石張工 左岸L＝125．5m SL＝5．4～9．9m A＝1，499m2
練石張工 左岸L＝11．0m SL＝3．6～5．4m A＝49m2
練石積工 左岸L＝8．2m SL＝3．6m A＝29m2
埋そく土砂撤去工 V＝11，600m3

―

岐阜県加茂郡白川町
黒川2465-1

平成25年1月17日

工第Ｈ２３災４ 公共 河川災害復旧
４４号
事業（債務）

契約金額（円）

岐阜県加茂郡白川町
河岐502-1

平成25年2月20日

工第Ｈ２３災４
公共 河川災害復旧
７６・４７７・４７
事業（債務）
８号

施工（履行）期間

岐阜県加茂郡白川町
河岐502-1

平成25年2月18日
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3回目

―

残土処理地の変更

当初

3回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

工第Ｋ河単維
県単 河川維持修繕
２２号

木曽川水系 小野日蔭
川 加茂郡 白川町
上佐見

木曽川水系 可児川
可児市広見 地内

土木一式工事 （株）ニシノ

土木一式工事 （株）山岡興業

契約金額（円）

工事（業務）概要

平成24年 2月27日～
平成24年 9月23日

第349号
復旧延長L＝30．0m（右岸L＝19．0m左岸L＝11．0m）
練石積工A＝45m2
コンクリートフ゛ロック積工L＝18．7m，SL＝3．5m，A＝653m2
第350号
76,650,000 復旧延長L＝19．0m（右岸L＝19．0m）
コンクリートフ゛ロック積工L＝17．8m，SL＝3．1～3．9m，A＝66m2
第484号
復旧延長L＝235．7m（右岸L＝128．6m左岸L＝159．9m）
練石積工L＝202．9m，SL＝3．4～6．7m，A＝830m2
巨石積工L＝69．1m，SL＝3．7～5．4m，A＝284m2，根継工V=19m3

平成25年2月20日

平成24年2月27日～
平成25年3月14日

第349号
復旧延長L＝30．0m（右岸L＝19．0m左岸L＝11．0m）
練石積工A＝45m2
コンクリートフ゛ロック積工L＝18．7m，SL＝3．5m，A＝653m2
第350号
75,708,150 復旧延長L＝19．0m（右岸L＝19．0m）
コンクリートフ゛ロック積工L＝17．8m，SL＝3．1～3．9m，A＝66m2
第484号
復旧延長L＝235．7m（右岸L＝128．6m左岸L＝159．9m）
練石積工L＝202．9m，SL＝3．4～6．7m，A＝830m2
巨石積工L＝69．1m，SL＝3．7～5．4m，A＝284m2，根継工V=19m3

平成24年 2月27日

平成24年 2月27日～
平成24年 3月28日

10,500,000

平成24年 2月27日

工第Ｈ２３災４
公共 河川災害復旧
８４・３４９・３５
事業（債務）
０号

施工（履行）期間

変更理由

変更回次

―

当初

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東5739

岐阜県可児市土田
5036

平成24年 2月27日～
平成24年 3月22日
平成24年 6月30日
平成24年 6月27日

平成24年 2月27日～
平成24年 8月31日
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掘削工（土砂） Ｖ＝３３００ｍ３
運搬工（土砂） Ｖ＝３３４０ｍ３

掘削工（土砂） Ｖ＝３３００ｍ３
11,216,100
運搬工（土砂） Ｖ＝３３４０ｍ３
13,597,500

掘削工（土砂） Ｖ＝４７００m3
運搬工（土砂） Ｖ＝４７４０m3

残土処理地の変更

4回目

―

当初

仮設道路の変更、工期の変更

1回目

測量の結果による掘削土量の変更

2回目

【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月27日

平成24年 3月15日

公共 河川災害復旧
工第Ｈ２３災３
（債務）・災害関連・橋
３３・Ｋ河公関
梁災害復旧（受託）事
－唐１号
業

木曽川水系 唐沢川・
御嵩町道１号線 唐沢
橋 可児郡 御嵩町
御嵩

土木一式工事 （株）天野建設

施工（履行）期間

契約金額（円）

平成25年2月18日

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年 2月27日～
平成24年10月23日

河川災害復旧事業・災害関連事業
復旧延長 Ｌ＝434．9ｍ
（左岸延長Ｌ＝354．1ｍ、右岸延長Ｌ＝365．3ｍ）
コンクリートブロック積工 Ｌ＝546．8ｍ、SL＝0．2～5．6ｍ
125,370,000 A＝1778m2
巨石積工 Ｌ＝48．2ｍ、SL＝3．4～4．1ｍ、A＝181m2
カゴマット多段積 Ｌ＝39．0ｍ、Ｈ＝2．0～4．5ｍ、Ａ＝146m2
帯工 N＝2箇所 根固ブロック工 N＝200個
橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6

平成24年 2月27日～
平成24年10月23日

河川災害復旧事業・災害関連事業
復旧延長 Ｌ＝434．9ｍ
（左岸延長Ｌ＝354．1ｍ、右岸延長Ｌ＝365．3ｍ）
コンクリートブロック積工 Ｌ＝546．8ｍ、SL＝0．2～5．6ｍ
126,946,050 A＝1778m2
巨石積工 Ｌ＝48．2ｍ、SL＝3．4～4．1ｍ、A＝181m2
カゴマット多段積 Ｌ＝39．0ｍ、Ｈ＝2．0～4．5ｍ、Ａ＝146m2
帯工 N＝2箇所 根固ブロック工 N＝336個
橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6

根固ブロックの設置個数を増工したい。

1回目

平成24年 2月27日～
平成25年 2月28日

河川災害復旧事業・災害関連事業
復旧延長 Ｌ＝434．9ｍ
（左岸延長Ｌ＝354．1ｍ、右岸延長Ｌ＝365．3ｍ）
コンクリートブロック積工 Ｌ＝521．1ｍ、SL＝0．1～5．4ｍ
130,980,150 A＝1705m2
巨石積工 Ｌ＝40．6ｍ、SL＝3．5～4．1ｍ、A＝152m2
カゴマット多段積 Ｌ＝39．0ｍ、Ｈ＝2．0～4．5ｍ、Ａ＝145m2
帯工 N＝2箇所 根固ブロック工 N＝368個
橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6

誤測に伴う変更

3回目

平成24年2月27日～
平成25年2月28日

河川災害復旧事業・災害関連事業
復旧延長 Ｌ＝399．1ｍ
（左岸延長Ｌ＝354．1ｍ、右岸延長Ｌ＝325．9ｍ）
コンクリートブロック積工 Ｌ＝521．1ｍ、SL＝0．1～5．4ｍ
124,798,800 A＝1705m2
巨石積工 Ｌ＝40．6ｍ、SL＝3．5～4．1ｍ、A＝152m2
カゴマット多段積 Ｌ＝ 0．0ｍ、Ｈ＝0．0～0．0ｍ、Ａ＝ 0m2
帯工 N＝2箇所 根固ブロック工 N＝368個
橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6

誤測に伴う変更

4回目

岐阜県加茂郡白川町
河岐502-1

平成25年 1月21日

工事（業務）概要
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【公表様式】
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

契約締結日
契約の相手方の住所
（変更契約締結日）

平成24年 2月27日

平成24年 3月15日

工第Ｈ２３災３
公共 河川災害復旧 木曽川水系 矢戸川
２３・Ｋ河公関
（債務）・災害関連事業 可児市 矢戸１ 地内
－矢１号

土木一式工事 横山工業（株）

平成25年 3月25日

土木一式工事 （株）アイギ

委第Ｓ砂単震 県単 砂防調査（震災
建設コンサル
可茂土木事務所管内一円
（株）テイコク
１号
対策緊急砂防）
タント

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

―

当初

平成24年 2月27日～
平成24年11月22日

復旧延長 Ｌ＝３３６．６ｍ（右岸３３６．６ｍ、左岸３１９．０ｍ）
本工事 コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝６２９．２ｍ ＳＬ＝２．５～５．６ｍ Ａ＝２５９３ｍ２
小口止工Ｎ＝１１箇所 落差工Ｎ＝１基 樋管工Ｎ＝３基
161,700,000
工事用道路工Ｌ＝６４３ｍ 掛樋工Ｌ＝６８８ｍ
大型土のう工Ｎ＝８袋
附帯工事 取水工Ｎ＝１基 水路橋工Ｎ＝１基
ガードレール工Ｌ＝１７５．０ｍ
舗装工事 Ａ＝４８７ｍ２

平成24年 2月27日～
平成24年11月22日

復旧延長 Ｌ＝３３６．６ｍ（右岸３３６．６ｍ、左岸３１９．０ｍ）
本工事 コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝６２９．２ｍ ＳＬ＝２．５～５．６ｍ Ａ＝２５９３ｍ２
小口止工Ｎ＝１１箇所 落差工Ｎ＝１基 樋管工Ｎ＝３基
帯工Ｎ＝３基
163,330,650
工事用道路工Ｌ＝６４３ｍ 掛樋工Ｌ＝６８８ｍ
大型土のう工Ｎ＝８袋
附帯工事 取水工Ｎ＝１基 水路橋工Ｎ＝１基
ガードレール工Ｌ＝１７５．０ｍ
舗装工事 Ａ＝４８７ｍ２

降雨時の出水による河床低下等の影響を考慮し、
帯工を増工したい。

1回目

平成24年 2月27日～
平成25年 3月20日

復旧延長 Ｌ＝３３６．６ｍ（右岸３３６．６ｍ、左岸３１９．０ｍ）
本工事 コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝６２９．２ｍ ＳＬ＝２．５～５．６ｍ Ａ＝２５７４ｍ２
小口止工Ｎ＝２０箇所 落差工Ｎ＝１基 樋管工Ｎ＝３基
帯工Ｎ＝３基
163,479,750
工事用道路工Ｌ＝５９４ｍ 掛樋工Ｌ＝５９２ｍ
大型土のう工Ｎ＝８袋
附帯工事 取水工Ｎ＝１基 水路橋工Ｎ＝１基
ガードレール工Ｌ＝１７３．０ｍ
舗装工事 Ａ＝５３０ｍ２

農業用水見直しに伴う、水路工、河川管理用道路の
変更

2回目

平成24年 2月27日～
平成25年 5月31日

復旧延長 Ｌ＝３３６．６ｍ（右岸３３６．６ｍ、左岸３１９．０ｍ）
本工事 コンクリートブロック積工（植生に配慮）
Ｌ＝６２５．２ｍ ＳＬ＝２．５～５．６ｍ Ａ＝２５５１ｍ２
小口止工Ｎ＝２０箇所 落差工Ｎ＝１基 樋管工Ｎ＝３基
帯工Ｎ＝３基
165,430,650
工事用道路工Ｌ＝５９４ｍ 掛樋工Ｌ＝５９２ｍ
大型土のう工Ｎ＝８袋
附帯工事 取水工Ｎ＝１基 水路橋工Ｎ＝１基
ガードレール工Ｌ＝１７３．０ｍ
舗装工事 Ａ＝５１０ｍ２

現地測定結果による護岸工面積の変更。関連工事
との調整による発生土処理量の変更。

4回目

平成24年 2月27日～
平成24年 8月19日

H23災324号久々利川（久々利）
復旧延長 L＝251．2m（右岸L＝166．7m，左岸L＝113．2m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
34,650,000
右岸 L＝100．5m、SL＝2．3～3．5m A＝272m2
左岸 L＝111．1m、SL＝2．8～4．2m A＝375m2
連節フ゛ロック張工 右岸 L＝62．2m、SL＝2．1～2．7m A＝93m2

平成24年12月10日

平成24年2月27日～
平成25年1月31日

H23災324号久々利川（久々利）
復旧延長 L＝251．2m（右岸L＝166．7m，左岸L＝113．2m）
コンクリートフ゛ロック積工（植生に配慮）
36,670,200
右岸 L＝98.7m、SL＝2．3～3．5m A＝267m2
左岸 L＝110.6m、SL＝2．8～4．2m A＝379m2
連節フ゛ロック張工 右岸 L＝62．1m、SL＝0.9～2.3m A＝83m2

平成24年 2月23日

平成24年 2月23日～
平成24年 3月28日

5,814,900

砂防基礎調査業務
地権者調査
１式
説明会支援業務 １式

平成25年1月8日

平成24年2月23日～
平成25年1月10日

6,535,200

砂防基礎調査業務
地権者調査
１式
説明会支援業務 １式

平成24年 2月27日

木曽川水系 久々利川
可児市 久々利

契約金額（円）

岐阜県可児市大森
1530-2

平成24年11月16日

工第Ｈ２３災３ 公共 河川災害復旧
２４号
事業（債務）

施工（履行）期間

岐阜県可児市今渡
1619-42

岐阜県岐阜市青柳町
2-10
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―

残土処理地の変更

当初

5回目

―

地元説明会開催に伴う印刷費の増工

当初

4回目

