【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
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

公共 道路災害復旧事
第２４災１４・Ｃ 業、公共 地域自立・活 一般国道 ２５６号 加
ほ装工事
５－６－２号
性化交付金（舗装道補 茂郡 東白川村 神土
修）

第２４災１１号

公共 道路災害復旧事
業

一般国道 ２５６号 加
ほ装工事
茂郡 白川町 下佐見

大脇建設（株）

（株）ニシノ

発注機関：可茂土木事務所
契約締結日
（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）

・既設路盤材料の処分地の変更に伴う運搬距離の
変更。
・起工測量の結果横断幅の変更。
・既設舗装版の試掘による処分量の変更。
・起工測量により舗装補修が必要な箇所が連続し
てあるため、増工する。
・工期を平成２５年６月２３日まで延長する

２回目

・既設舗装版を試掘した結果、計画より薄いことが
確認されたため、処分量を変更したい。それに伴い
路盤工の撤去を増工したい。

４回目

復旧延長 Ｌ＝１，２５３．９ｍ Ｗ＝３．４～９．０ｍ 舗装工 表層工
（再生密粒度ＡＳ２０ ｔ＝５ｃｍ） Ａ＝６，６４０ｍ2
上層路盤工
36,960,000 （Ｍ－３０ ｔ＝１０ｃｍ） Ａ＝６，７１０ｍ2
アスカーブ設置工 Ｌ
＝１０２ｍ 交通安全施設工
区画線工 Ｌ＝２，３５０ｍ 取壊
工 舗装版破砕工 Ａ＝６，６４０ｍ2

-

（当初）

復旧延長 Ｌ＝１，２５３．９ｍ Ｗ＝３．４～９．０ｍ 舗装工 表層工
（再生密粒度ＡＳ２０ ｔ＝５ｃｍ） Ａ＝６，６３０ｍ2
上層路盤工
（Ｍ－３０ ｔ＝１０ｃｍ） Ａ＝６，６９０ｍ2
アスカーブ設置工 Ｌ
37,053,450
＝７９ｍ 交通安全施設工
区画線工 Ｌ＝２，１５０ｍ 取壊工
舗装版破砕工 Ａ＝６，６７０ｍ2

舗装版取壊工において、現地調査をしたところ、既
設舗装厚さが厚いためアスファルト廃材処分量を
変更したい。それに伴い、路盤の撤去が不要となっ
たため、減工したい。

平成24年 7月30日
平成24年 7月30日 ～ 平成25年 1月15
日

第２４災１４号 復旧延長 Ｌ＝１，１３２．０ｍ Ｗ＝４．２～８．６ｍ
舗装工 表層工（再生密粒度ＡＳ２０ ｔ＝５ｃｍ） Ａ＝６，６６０ｍ２
上層路盤工（Ｍ－３０ ｔ＝１０ｃｍ） Ａ＝６，７６０ｍ２
47,250,000
アスカーブ設置工 Ｌ＝９１１ｍ
交通安全施設工 区画線工 Ｌ＝２，０３５ｍ
取壊工 舗装版破砕工 Ａ＝６，６６０ｍ２
第Ｃ５－６－２号 施工延長 Ｌ＝１７０．０ｍ Ｗ＝５．５（６．５）ｍ

岐阜県加茂郡白川町河
平成24年 7月30日
岐５０２－１
平成25年 3月15日 ～ 平成25年 6月28
日

第２４災１４号 復旧延長 Ｌ＝１，１３２．０ｍ Ｗ＝４．２～８．６ｍ
舗装工 表層工（再生密粒度ＡＳ２０ ｔ＝５ｃｍ） Ａ＝６，６９０ｍ２
上層路盤工（Ｍ－３０ ｔ＝１０ｃｍ） Ａ＝６，７９０ｍ２
アスカーブ設置工 Ｌ＝９１７ｍ
50,493,450
交通安全施設工 区画線工 Ｌ＝２，０４５ｍ
取壊工 舗装版破砕工 Ａ＝６，６９０ｍ２
第Ｃ５－６－２号 施工延長 Ｌ＝１７０．０ｍ Ｗ＝５．５（６．５）ｍ

平成25年 7月3日

平成24年 7月30日
～ 平成25年 7月22
日

平成24年7月30日

平成24年07月30日～
平成24年12月26日

平成25年6月4日

平成24年07月30日～
平成25年06月29日

第２４災１４号 復旧延長 Ｌ＝１，１３２．０ｍ Ｗ＝４．２～８．６ｍ
舗装工 表層工（再生密粒度ＡＳ２０ ｔ＝５ｃｍ） Ａ＝６，６９０ｍ２
上層路盤工（Ｍ－３０ ｔ＝１０ｃｍ） Ａ＝６，７９０ｍ２
アスカーブ設置工 Ｌ＝９１７ｍ
44,501,100
交通安全施設工 区画線工 Ｌ＝２，０６０ｍ
取壊工 舗装版破砕工 Ａ＝６，６９０ｍ２
第Ｃ５－６－２号 施工延長 Ｌ＝２９６ｍ Ｗ＝３．４～７．７５ｍ

岐阜県加茂郡白川町坂
ノ東５７３９
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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

契約の相手方の住所

契約締結日
（変更契約締結日）

施工（履行）期間

平成24年 8月20日
平成24年 8月20日 ～ 平成25年 1月26
日

第２４災９，１
０，舗補－１０
号

公共 道路災害復旧事
業 県単 舗装道補修

一般国道 ２５６号 加
茂郡 白川町 上佐見 ほ装工事
２，３

丸ス産業（株）

岐阜県加茂郡白川町三
川１２７０

平成24年 8月20日
平成25年 3月15日 ～ 平成25年 6月28
日

平成25年 6月 6日

平成24年 8月20日
～ 平成25年 6月28
日

平成24年10月29日
平成24年10月29日 ～ 平成25年 3月20
日

主要地方道 下呂白川
第２４災１５・１ 公共 道路災害復旧事
線 加茂郡白川町上 ほ装工事
６・舗補－９号 業・県単 舗装道補修
佐見１、２

（株）ニシノ

岐阜県加茂郡白川町坂
ノ東５７３９

平成24年10月29日
平成25年 3月15日 ～ 平成25年 8月23
日

平成25年 8月 6日

平成24年10月29日
～ 平成25年 8月23
日
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契約金額（円）

工事（業務）概要

第２４災９号 復旧延長 Ｌ＝１６６．０ｍ Ｗ＝４．１～７．０ｍ
舗装工 表層工（再生密粒度ＡＳ２０ ｔ＝５ｃｍ） Ａ＝８７８ｍ2
上層路盤工（Ｍ－３０ ｔ＝１０ｃｍ） Ａ＝８８６ｍ2
交通安全施設工 区画線工 Ｌ＝３２５ｍ
34,335,000
取壊工 舗装版破砕工 Ａ＝８７８ｍ2
第２４災１０号 復旧延長 Ｌ＝８７３．０ｍ Ｗ＝３．８～１０．０ｍ
舗装工 表層工（再生密粒度ＡＳ２０ ｔ＝５ｃｍ） Ａ＝４，５２０ｍ2

第２４災９号 復旧延長 Ｌ＝１６６．０ｍ Ｗ＝４．１～７．０ｍ
舗装工 表層工（再生密粒度ＡＳ２０ ｔ＝５ｃｍ） Ａ＝８７８ｍ2
上層路盤工（Ｍ－３０ ｔ＝１０ｃｍ） Ａ＝８８６ｍ2
交通安全施設工 区画線工 Ｌ＝３２４ｍ
36,316,350
取壊工 舗装版破砕工 Ａ＝８７８ｍ2
第２４災１０号 復旧延長 Ｌ＝８７３．０ｍ Ｗ＝３．８～１０．０ｍ
舗装工 表層工（再生密粒度ＡＳ２０ ｔ＝５ｃｍ） Ａ＝４，５３０ｍ2

第２４災９号 復旧延長 Ｌ＝１６６．０ｍ Ｗ＝４．１～７．０ｍ 舗装工
表層工（再生密粒度ＡＳ２０ ｔ＝５ｃｍ） Ａ＝８８０ｍ2
上層路
盤工（Ｍ－３０ ｔ＝１０ｃｍ） Ａ＝８８８ｍ2 交通安全施設工 区画線
32,399,850 工 Ｌ＝３２４ｍ 取壊工 舗装版破砕工 Ａ＝８７８ｍ2第２４災１０号
復旧延長 Ｌ＝８７３．０ｍ Ｗ＝３．８～１０．０ｍ 舗装工 表層工
（再生密粒度ＡＳ２０ ｔ＝５ｃｍ） Ａ＝４，４８０ｍ2

第２４災１５号 復旧延長Ｌ＝１９０．０ｍ Ｗ＝５．１～８．６ｍ
舗装工 表層工（再生密粒度Ａｓ２０ ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝１，１８０ｍ２
上層路盤工（Ｍ－３０ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝１，２００ｍ２ アスカーブ
設置工 Ｌ＝９０ｍ
交通安全施設工 区画線工 Ｌ＝１９０ｍ 取壊工 舗装版破砕工Ａ
49,980,000 ＝１，１８０ｍ２
第２４災１６号 復旧延長 Ｌ＝１，２９４．１ｍ Ｗ＝３．８～７．９ｍ
舗装工 表層工（再生密粒度Ａｓ２０ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝７，２４０ｍ２
上層路盤工（Ｍ－３０ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝７，３５０ｍ２ アスカーブ
設置工 Ｌ＝１，１００ｍ

第２４災１５号 復旧延長Ｌ＝１９０．０ｍ Ｗ＝５．１～８．６ｍ
舗装工 表層工（再生密粒度Ａｓ２０ ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝１，１９０ｍ２
上層路盤工（Ｍ－３０ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝１，２１０ｍ２ アスカーブ
設置工 Ｌ＝９６ｍ
交通安全施設工 区画線工 Ｌ＝１９０ｍ 取壊工 舗装版破砕工Ａ
50,671,950 ＝１，１９０ｍ２
第２４災１６号 復旧延長 Ｌ＝１，２９４．１ｍ Ｗ＝３．８～７．９ｍ
舗装工 表層工（再生密粒度Ａｓ２０ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝７，２４０ｍ２
上層路盤工（Ｍ－３０ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝７，３６０ｍ２ アスカーブ
設置工 Ｌ＝１，１００ｍ

変更理由

変更回次

-

（当初）

・既設路盤材の処分地変更に伴う運搬距離の変
更。
・起工測量の結果による横断幅の変更。
・既設舗装版を試掘した結果による処分量の変
更。
・工期を平成２５年６月２３日まで延長したい。

・起工測量をした結果、横断幅に誤測が確認された
ため、再計測した結果に基づき、変更したい。
・既設舗装版を試掘した結果、計画より薄いことが
確認されたため、処分量を変更したい。それに伴い
路盤工の撤去を増工したい。

-

・起工測量の結果横断幅の変更。
・既設舗装版撤去において、試掘により現況舗装
厚さを変更。
・工期を平成２５年８月２３日まで延長変更。

第２４災１５号 復旧延長Ｌ＝１９０．０ｍ Ｗ＝５．０～８．８ｍ 舗装工
表層工（再生密粒度Ａｓ２０ ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝１，１９０ｍ２
上層路
盤工（Ｍ－３０ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝１，２１０ｍ２ アスカーブ設置工 Ｌ＝９６
・既設舗装版を試掘したところ、計画より薄かった
ｍ 交通安全施設工 区画線工 Ｌ＝１９０ｍ 取壊工 舗装版破砕工
ため、処分量を変更したい。それに伴い路盤工撤
45,751,650 Ａ＝１，１９０ｍ２第２４災１６号 復旧延長 Ｌ＝１，２９４．１ｍ Ｗ＝３．
去を増工したい。
８～８．０ｍ 舗装工 表層工（再生密粒度Ａｓ２０ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝７，２４０
ｍ２
上層路盤工（Ｍ－３０ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝７，３６０ｍ２ アス
カーブ設置工 Ｌ＝１，１００ｍ

2回目

3回目

（当初）

1回目

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

契約の相手方の住所

契約締結日
（変更契約締結日）

施工（履行）期間

平成24年10月29日
平成24年10月29日 ～ 平成25年 3月20
日

主要地方道 恵那蛭川
第２４災１９・２ 公共 道路災害復旧事
東白川線 白川町黒 ほ装工事
０号
業
川１、２

丸ス産業（株）

岐阜県加茂郡白川町三
川１２７０

平成25年6月12日

平成24年10月29日
～ 平成25年 6月28
日

平成24年11月12日
平成24年11月12日 ～ 平成25年 3月20
日

第地特－７号

県単 地方特定道路整
備（緊急防災対策）

一般県道 篠原八百津
線 加茂郡 八百津町 土木一式工事 （株）土谷組
潮見

平成24年11月12日
岐阜県加茂郡八百津町
平成25年 3月15日 ～ 平成25年 5月20
八百津３３２１－１２
日

平成24年11月12日
平成25年9月30日 ～ 平成25年10月31
日
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契約金額（円）

工事（業務）概要

第２３災１９号（黒川１）復旧延長 Ｌ＝５７８．６ｍ Ｗ＝４．２～１３．６
ｍ
舗装工 表層工（再生密粒度Ａｓ２０ ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝５，０６０ｍ２
上層路盤工（Ｍ－３０ ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝５，１００ｍ２ アスカー
ブ設置工 Ｌ＝２３２ｍ
交通安全施設工 区画線工 Ｌ＝１，３５０ｍ 車道分離標 Ｎ＝３６
47,670,000
本
第２３災２０号（黒川２）復旧延長 Ｌ＝４４０．０ｍ Ｗ＝４．１～１２．０
ｍ
舗装工 表層工（再生密粒度Ａｓ２０ ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝３，６８０ｍ２
上層路盤工（Ｍ－３０ ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝３，７３０ｍ２

第２３災１９号（黒川１）復旧延長 Ｌ＝５７７．１ｍ Ｗ＝４．１～１３．６
ｍ 舗装工 表層工（再生密粒度Ａｓ２０ ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝５，０１０ｍ２
上層路盤工（Ｍ－３０ ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝５，０５０ｍ２ アスカーブ設置工
Ｌ＝２０３ｍ 交通安全施設工 区画線工 Ｌ＝１，３９０ｍ 車道分離標
47,987,100
Ｎ＝３６本 第２３災２０号（黒川２）復旧延長 Ｌ＝４４０．０ｍ Ｗ＝３．
９～１１．９ｍ 舗装工 表層工（再生密粒度Ａｓ２０ ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝３，
６２０ｍ２
上層路盤工（Ｍ－３０ ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝３，７１０ｍ２

道路改良工 Ｌ＝１０８．３ｍ Ｗ＝５．５（７．０）ｍ
盛土工（路体盛土） Ｖ＝１５，５００ｍ3
盛土法面整形 （SL＝0．0～29．4ｍ L＝60．0ｍ）Ａ＝１，６００ｍ2
38,325,000 補強盛土工 （SL＝2．55～9．48ｍ L＝50．21ｍ）Ａ＝６０６．５２ｍ2
排水工 地下排水工 φ 200 Ｌ＝３０６．０ｍ
縦溝排水工 Ｕ－350－350 Ｌ＝３５．０ｍ

変更理由

変更回次

-

（当初）

・残土処理について、当初予定していた処理場で
の受け入れが困難となったため、白川町内の残土
処理場で処理することとし、運搬距離を変更し、残
土処分費を計上したい。
・舗装幅員、アスカーブ工について、カーブ等で当
初設計と異なる箇所があったため、変更したい。

-

道路改良工 Ｌ＝１０８．３ｍ Ｗ＝５．５（７．０）ｍ
盛土工（路体盛土） Ｖ＝１５，５００ｍ3
盛土法面整形 （SL＝0．0～29．4ｍ L＝60．0ｍ）Ａ＝１，６００ｍ2
伐採完了したところ一般車両の谷への落下の恐れ
補強盛土工 （SL＝2．55～9．48ｍ L＝50．21ｍ）Ａ＝６０６．５２ｍ2
38,864,700
が生じたため、仮設ガードレールを増工したい。
排水工 地下排水工 φ 200 Ｌ＝３０６．０ｍ
縦溝排水工 Ｕ－350－350 Ｌ＝３５．０ｍ
仮設ガードレール Ｌ＝４８．０ｍ

道路改良工 Ｌ＝１０８．３ｍ Ｗ＝５．５（７．０）ｍ 盛土工（路体盛土）
Ｖ＝３，０４０ｍ3 補強盛土工 （SL＝2．55～9．48ｍ L＝50．21ｍ）
Ａ＝６０６．５２ｍ2 排水工 地下排水工 φ 200 Ｌ＝３０６．２ｍ 縦溝
39,131,400
排水工 BF Ｌ＝６４．７ｍ 集水桝工 Ｎ＝４箇所 仮設ガードレール
（Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ） Ｌ＝48．0ｍ

流用予定であった土砂から環境基準を超過する重
金属が検出され流用時期が不整合となるため、盛
土工を減工したい。また、ゲリラ降雨等の対応のた
め、排水工を増工したい。

2回目

（当初）

1回目

3回目

【公表様式】
工事（委託）
番号

工事（業務）名

施工場所

工事（業務）
種別

契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所

契約締結日
（変更契約締結日）

施工（履行）期間

平成24年12月28日
平成24年12月28日 ～ 平成25年 3月20
日

第地特－１号

県単 地方特定道路整
備（改良）

主要地方道 可児金山
線 加茂郡 川辺町 下 ほ装工事
吉田

佐伯綜合建設（株）

岐阜県加茂郡川辺町上
川辺１６４３

平成25年6月10日

平成25年 2月 8日

第Ｋ河公関－
矢２号

工第公防災１
７－Ａ５０－１
号

工第交安２－
Ａ５３４－２号

公共 河川災害関連・県
木曽川水系 矢戸川
単 河川局部改良他工
可児市 矢戸 地内
事

土木一式工事 小林工業（株）

公共 社会資本整備総
一般国道 ２５６号 加
合交付金（全国防災）
と土コ工事
茂郡 白川町 下佐見
（災害防除）（翌債）

主要地方道 白川福岡
公共 地域自主戦略交
線 加茂郡 白川町 三 と土コ工事
付金（災害防除）（翌債）
川

丸ス産業（株）

丸ス産業（株）

平成24年12月28日～
平成25年06月30日

平成25年 2月 8日
～ 平成25年 3月20
日

平成25年 2月 8日
岐阜県可児市土田２０６
平成25年 3月15日 ～ 平成25年12月20
０
日

契約金額（円）

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

-

（当初）

道路改良工事（舗装工） L＝１１５．０ｍ Ｗ＝６．０（１４．０）ｍ
本線舗装工 表層工（再生密粒度Ａｓ ｔ＝５０） Ａ＝１４００ｍ２
Ａｓ安定路盤工（再生 ｔ＝１００） Ａ＝１４００ｍ２
不陸整正工 Ａ＝３８７ｍ２ 下層路盤工（ＲＣ４０ ｔ＝１６０）
Ａ＝１０１３ｍ２
19,425,000 歩道舗装工 表層工（再生細粒度Ａｓ ｔ＝３０） Ａ＝１４１ｍ２ 路盤
工 Ａ＝１４２ｍ２
取付舗装工 Ａ＝１１７ｍ２
防護柵工 Ｌ＝８０ｍ 道路照明工 Ｎ＝１基 排水工ＰＵ３ Ｌ＝１８
ｍ

道路改良工事（舗装工） L＝１１５．０ｍ Ｗ＝６．０（１４．０）ｍ 本線
舗装工 表層工（再生密粒度Ａｓ ｔ＝５０） Ａ＝１１００ｍ２
Ａｓ安定路盤工（再生 ｔ＝１００） Ａ＝１１００ｍ２
不陸整正
21,354,900 工 Ａ＝９５０ｍ２ 下層路盤工（ＲＣ４０ ｔ＝１６０）Ａ＝１６０ｍ２ 歩道
舗装工 表層工（再生細粒度Ａｓ ｔ＝３０） Ａ＝２９０ｍ２ 路盤工 Ａ
＝２９０ｍ２ 取付舗装工 Ａ＝４３０ｍ２ 防護柵工 Ｌ＝５５．８ｍ 道
路照明工 Ｎ＝１基 排水工ＰＵ３ Ｌ＝１９．５ｍ

歩行者の安全な通行を確保するため舗装の増工

施工延長Ｌ＝７４．７ｍ
護岸工
ブロック積工（右岸） Ｌ＝６５．９ｍ Ａ＝２４１ｍ2
〃
（左岸） Ｌ＝５５．８ｍ Ａ＝２０４ｍ2
86,100,000
橋梁工（矢戸橋） Ｌ＝１５．７ｍ Ｗ＝６．５ｍ
橋梁上部工 Ｎ＝１式（プレテンション方式ＰＣ単純中空床版橋）
橋梁下部工 Ｎ＝２基（逆Ｔ式橋台）

-

3回目

（当初）

施工延長Ｌ＝７４．７ｍ
護岸工
ブロック積工（右岸） Ｌ＝６５．９ｍ Ａ＝２４１ｍ2
〃
（左岸） Ｌ＝５５．８ｍ Ａ＝２０４ｍ2
87,452,400
橋梁工（矢戸橋） Ｌ＝１５．７ｍ Ｗ＝６．５ｍ
橋梁上部工 Ｎ＝１式（プレテンション方式ＰＣ単純中空床版橋）
橋梁下部工 Ｎ＝２基（逆Ｔ式橋台）

河川管理道路の土質確認結果に基づく変更。

施工延長Ｌ＝７４．７ｍ
護岸工
ブロック積工（右岸） Ｌ＝６４．９ｍ Ａ＝２６５ｍ2
〃
（左岸） Ｌ＝７０．５ｍ Ａ＝３１２ｍ2
91,093,800
橋梁工（第一塚本橋） Ｌ＝１５．７ｍ Ｗ＝６．５ｍ
橋梁上部工 Ｎ＝１式（プレテンション方式ＰＣ単純中空床版橋）
橋梁下部工 Ｎ＝２基（逆Ｔ式橋台）

市道埋設物に配慮して横断側溝を変更。下水道仮
設の変更。

3回目

―

当初

1回目

平成26年 2月 3日

平成25年 2月 8日
～ 平成26年 2月28
日

平成25年2月22日

平成25年 2月22日～
平成25年 8月15日

33,789,000

落石対策工
高エネルギ－吸収型ポケット式落石防護網工
Ａ＝855m2

岐阜県加茂郡白川町三
平成25年 2月22日～
平成25年3月22日
川１２７０
平成25年 8月15日

36,335,250

落石対策工
高エネルギ－吸収型ポケット式落石防護網工
Ａ＝877m2

斜面状況により増工。

1回目

平成25年8月7日

平成25年 2月22日～
平成25年 8月15日

43,074,150

落石対策工
高エネルギ－吸収型ポケット式落石防護網工
Ａ＝979m2

小落石の発生による増工、及び本工区の完了。

2回目

平成25年 3月11日

平成25年 3月11日～
平成25年 9月11日

42,840,000

落石対策工（上流工区）
高エネルギー吸収型防護柵工
Ｌ＝６０．０ｍ（Ｈ＝４．０ｍ）

岐阜県加茂郡白川町三
平成25年 3月11日～
平成25年 3月22日
川１２７０
平成25年 9月11日

45,528,000

落石対策工（上流工区）
高エネルギー吸収型防護柵工
Ｌ＝６０．０ｍ（Ｈ＝４．０ｍ）

平成25年6月18日

平成25年3月11日～
平成25年9月11日
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落石対策工（上流工区）
51,254,700 高エネルギー吸収型防護柵工
Ｌ＝６０．０ｍ（Ｈ＝４．０ｍ）

―

当初

斜面状況により早期の設置が必要となり増工。

1回目

小規模な落石に対応するリングネットの増工。

2回目

【公表様式】
工事（委託）
番号

工第交安２－
Ａ６０６－２号

工事（業務）名

施工場所

公共 地域自主戦略交 主要地方道 可児金山
付金（交通安全）（翌債） 線 可児市 広見

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 小池土木（株）

契約の相手方の住所

岐阜県可児市広見
５丁目７７番地

契約締結日
（変更契約締結日）

工第Ｋ河公広
－９－Ｈ３号

木曽川水系 可児川
公共 広域河川改修事
可児郡 御嵩町 中 地
業（翌債）
内

工第Ｋ河公情 公共 情報基盤整備事
基－２－Ｈ１号 業（翌債）

工第Ｋ河公広
－９－Ｈ１号

木曽川水系 加茂川
美濃加茂市 加茂川町
地内

木曽川水系 可児川
公共 広域河川改修事
可児市 下恵土・広見
業（翌債）
他 地内

塗装工事

（有）本多塗装店

土木一式工事 （株）御嵩重機建設

電気通信工事

日本コムシス（株） 東
海支店

土木一式工事 （株）中濃

公共 舗装道補修費
工第ＣＴ－６－
一般国道 ２５６号 加
（緊急経済対策分）（翌
ほ装工事
１号
茂郡白川町下佐見
債）

（株）ニシノ

契約金額（円）

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

―

当初

平成25年 3月18日～
平成25年 3月18日
平成25年 9月23日

施工延長 Ｌ＝３６０．０ｍ（両側歩道施工）
道路土工 Ｎ＝１式
路面排水工 Ｌ＝６９７．９ｍ
56,910,000
側溝蓋改修工 Ｌ＝４６１．９ｍ
車道舗装工 Ａ＝３７１ｍ２
歩道舗装工 Ａ＝７９０ｍ２

平成25年 3月18日～
平成25年 3月22日
平成25年 9月23日

施工延長 Ｌ＝３６０．０ｍ（両側歩道施工）
道路土工 Ｎ＝１式
路面排水工 Ｌ＝６９７．９ｍ
59,100,300
側溝蓋改修工 Ｌ＝４６１．９ｍ
車道舗装工 Ａ＝６８６ｍ２
歩道舗装工 Ａ＝７９０ｍ２

車道舗装の状況が悪いため、増工。

1回目

平成25年3月18日～
平成25年11月25日
平成25年11月30日

施工延長 Ｌ＝３６０．０ｍ（両側歩道施工）
道路土工 Ｎ＝１式
路面排水工 Ｌ＝６７９．８ｍ
59,841,600
側溝蓋改修工 Ｌ＝４５７．６ｍ
車道舗装工 Ａ＝３４３ｍ２
歩道舗装工 Ａ＝７０８ｍ２

車道舗装の別途施工。取り付け舗装の増工。グ
レーチング蓋の増工。交通整理員の増工。

2回目

平成25年 3月22日

公共 橋りょう補修費
一般県道 井尻八百津
工第長寿命－
（緊急経済対策分）（翌 線 加茂郡八百津町
６号
債）
八百津

施工（履行）期間

岐阜県下呂市森
９１８番地の１０

平成25年 3月22日～
平成25年 9月17日

41,425,230

道路維持工事
八百津大橋 塗装補修工事
塗装補修工 Ａ＝４，７４６ｍ２

―

当初

・交通整理員の人員配置について、当初は全面通
行止めにて施工するため起終点のみの２名配置を
予定していた。しかし、近隣の病院等から異議申し
立てにより片側交互通行での施工となったため、ク
レーン車前後に２名を追加配置したい。
・トラス部分の側面について、ケレンかすの等の飛
散を防止するため、シート張り防護工を追加した
い。

1回目

―

当初

平成25年8月1日

平成25年3月22日～
平成25年9月17日

42,654,150

道路維持工事
八百津大橋 塗装補修工事
塗装補修工 Ａ＝４，７４６ｍ２

平成25年 3月22日

平成25年 3月22日～
平成26年 2月28日

37,275,000

施工延長 Ｌ＝５８０ｍ
掘削工 土砂掘削 Ｖ＝８３００ｍ３

岐阜県可児郡御嵩町比
平成25年 3月22日～
衣
平成25年12月16日
平成26年 3月20日
４３３

39,871,650

施工延長 Ｌ＝７６０ｍ
掘削工 土砂掘削 Ｖ＝８３００ｍ３（６工区）
掘削工 土砂掘削 Ｖ＝１７００ｍ３

他工事の掘削結果による施工量調整の結果、掘削
出来なかった箇所を本工事により施工したい。

1回目

平成26年2月18日

平成25年3月22日～
平成26年3月20日

43,771,350

施工延長 Ｌ＝７６０ｍ
掘削工 土砂掘削 Ｖ＝８３００ｍ３（６工区）
掘削工 土砂掘削 Ｖ＝２６００ｍ３

一連区間を完了させるため増工したい。

2回目

平成25年 3月28日

平成25年 3月28日～
平成25年 5月31日

27,300,000

加茂川ＣＣＴＶ装置設置工
光徳橋ＣＣＴＶカメラ設置工 N＝１式
可茂土木事務所設備設置工
N＝１式
岐阜県庁舎設備設置工
N＝１式

平成25年12月17日

平成25年3月28日～
平成25年12月20日

30,492,000

加茂川ＣＣＴＶ装置設置工
光徳橋ＣＣＴＶカメラ設置工 N＝１式
可茂土木事務所設備設置工
N＝１式
岐阜県庁舎設備設置工
N＝１式

平成25年 3月26日

平成25年 3月26日～
平成26年 2月28日

55,860,000

施工延長 Ｌ＝５７５ｍ
掘削工 土砂掘削 Ｖ＝５０７０ｍ３
岩掘削 Ｖ＝７０６０ｍ３

平成26年2月18日

平成25年3月26日～
平成26年3月20日

65,787,750

施工延長 Ｌ＝６５０ｍ
掘削工 土砂掘削 Ｖ＝２６７０ｍ３
岩掘削 Ｖ＝９５２０ｍ３

平成25年 3月26日

平成25年 3月26日～
平成25年 7月 8日

19,110,000

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝５８０．０ｍ Ｗ＝４．０～７．０ｍ
路面切削工 Ａ＝２，９２０ｍ２
表層工
Ａ＝２，９２０ｍ２

平成26年6月27日

平成25年 3月26日～
平成25年 7月 8日

18,669,000

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝５５９．０ｍ Ｗ＝３．４～７．０ｍ
路面切削工 Ａ＝ ４４０ｍ２ 舗装掘削工 Ａ＝２，０６０ｍ２
表層工
Ａ＝２，５００ｍ２

愛知県名古屋市中区栄
２ー１０ー１

岐阜県可児市坂戸
７９－２

岐阜県加茂郡白川町
坂ノ東５７３９

5 / 13 ページ

―

国道の４車化計画に伴い情報スーパーハイウェイ
の接続点を変更

―

岩掘削で発生する岩塊の公共工事への流用のた
めの破砕。発生土利用による仮設の減

―

・起工測量した結果、横断幅に誤測が確認された
ため、再計測した結果に基づき変更したい。
・路面性状調査の実施結果に基づき、下記のとお
り実施範囲を変更したい。

当初

3回目

当初

1回目

当初

1回目

【公表様式】
工事（委託）
番号

工事（業務）名

工事（業務）
種別

施工場所

契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所

契約締結日
（変更契約締結日）

公共 舗装道補修費
工第ＣＴ－６－
一般国道 ２４８号
（緊急経済対策分）（翌
７号
濃加茂市西町
債）

美

ほ装工事

ほ装工事

塚本産業（株）

（株）日進建設

ほ装工事

公共 舗装道補修費
主要地方道 下呂白川
工第ＨＴ－６－
（緊急経済対策分）（翌 線 加茂郡 東白川村 ほ装工事
４号
債）
五加

大脇建設（株）

山田土建（株）

木曽川水系 飯田川
工第Ｋ河公流 公共 総合流域防災事
加茂郡 川辺町 下飯田 土木一式工事 （株）丸高興業
－２０－Ｈ１号 業（翌債）
地内

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

―

当初

・起工測量した結果、横断幅に誤測が確認された
ため、再計測した結果に基づき、変更したい。
・路面性状調査の実施結果に基づき、実施範囲を
変更したい。

1回目

―

当初

・起工測量した結果、横断幅に誤測が確認された
ため、再計測した結果に基づき変更したい。
・路面性状調査の実施結果に基づき、施工範囲を
変更したい。

1回目

―

当初

・起工測量した結果、横断幅に誤測が確認された
ため、再計測した結果に基づき変更したい。
・路面性状調査の実施結果に基づき、施工範囲を
変更したい。

1回目

―

当初

・起工測量した結果、横断幅に誤測が確認された
ため、再計測した結果に基づき、変更したい。
・路面性状調査の実施結果に基づき、実施範囲を
変更したい。

1回目

平成25年 3月26日～
平成25年 7月 8日

平成25年6月28日

平成25年 3月26日～
平成25年 7月 8日

舗装道補修工事
第１工区 施工延長 Ｌ＝２１３．０ｍ Ｗ＝３．３～７．５ｍ
路面切削工 Ａ＝１，１８０ｍ２
19,732,650
表層工
Ａ＝１，１８０ｍ２
第２工区 施工延長 Ｌ＝４３５．０ｍ Ｗ＝７．０～７．３５ｍ
路面切削工 Ａ＝２，６８０ｍ２
表層工
Ａ＝２，８８０ｍ２

平成25年 3月26日

平成25年 3月26日～
平成25年 7月 8日

19,425,000

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝１８５．０ｍ Ｗ＝１２．０～１５．０ｍ
路面切削工 Ａ＝２．４３０ｍ２
表層工
Ａ＝２，４３０ｍ２

平成25年6月26日

平成25年3月26日～
平成25年7月8日

18,527,250

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝３４０．０ｍ Ｗ＝１２．２５～１５．６５ｍ
路面切削工 Ａ＝４，３９０ｍ２
表層工
Ａ＝４，３９０ｍ２

平成25年 3月26日
～平成25年 7月 8日

舗装道補修工事
第１工区 施工延長 Ｌ＝２００．０ｍ Ｗ＝７．０ｍ
路面掘削工 Ａ＝１，４００ｍ２
18,742,500
表層工
Ａ＝１，４００ｍ２
第２工区 施工延長 Ｌ＝２８．０ｍ
路面掘削工 Ａ＝５９０ｍ２
表層工
Ａ＝５９０ｍ２

平成25年6月17日

平成25年3月26日～
平成25年7月8日

舗装道補修工事
第１工区 施工延長 Ｌ＝４００．０ｍ Ｗ＝６．８５～７．２ｍ
路面掘削工 Ａ＝１，７５０ｍ２ 路面掘削工 Ａ＝１，０５０ｍ２
19,094,250
表層工
Ａ＝２，７９０ｍ２
第２工区 施工延長 Ｌ＝２９．０ｍ
路面掘削工 Ａ＝５１０ｍ２
表層工
Ａ＝５１０ｍ２

平成25年 3月26日

平成25年 3月26日～
平成25年 7月 3日

13,335,000

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝３００．０ｍ Ｗ＝７．０ｍ
路面切削工 Ａ＝２，１００ｍ２
表層工
Ａ＝２，１００ｍ２

平成25年6月19日

平成25年 3月26日～
平成25年 7月 3日

13,654,200

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝３２０．０ｍ Ｗ＝７．３０～７．４５ｍ
路面切削工 Ａ＝１，７００ｍ２
表層工
Ａ＝２，３６０ｍ２

平成25年 3月26日

平成25年 3月26日～
平成26年 2月20日

施工延長 Ｌ＝９７．７ｍ
護岸工 Ｎ＝１式
ブロック積工（右岸）L=76.5m SL=2.5～3.6m A=271m2
37,485,000
ブロック積工（左岸）L=21.8m SL=3.6～4.3m A=65m2
階段工 Ｎ＝１式
水制工 Ｎ＝１式

―

当初

平成26年3月6日

平成25年3月26日～
平成26年3月20日

施工延長 Ｌ＝１１７．７ｍ
護岸工 Ｎ＝１式
ブロック積工（右岸）L=63.9m SL=3.6m A=230m2
39,000,150
ブロック積工（左岸）L=42.3m SL=3.6～4.3m A=155m2
階段工 Ｎ＝１式
水制工 Ｎ＝１式

先行工事、地元調整の結果による施工区間変更、
水制工材料変更。

2回目

岐阜県美濃加茂市本郷
町
３丁目１６番地７

岐阜県美濃加茂市下米
田町為岡８８

平成25年 3月26日
公共 舗装道補修費
主要地方道 下呂白川
工第ＨＴ－６－
（緊急経済対策分）（翌 線 加茂郡白川町中
５号
債）
川

契約金額（円）

舗装道補修工事
第１工区 施工延長 Ｌ＝２４０．０ｍ Ｗ＝３．５～７．０ｍ
路面切削工 Ａ＝１，３７０ｍ２
19,162,500
表層工
Ａ＝１，３７０ｍ２
第２工区 施工延長 Ｌ＝３１０．０ｍ Ｗ＝７．０ｍ
路面切削工 Ａ＝２，１７０ｍ２
表層工
Ａ＝２，１７０ｍ２

平成25年 3月26日
公共 舗装道補修費
主要地方道 美濃加茂
工第ＨＴ－６－
（緊急経済対策分）（翌 和良線 美濃加茂市
３号
債）
蜂屋町中蜂屋

施工（履行）期間

岐阜県加茂郡白川町河
岐１８９７‐１

岐阜県加茂郡東白川村
神土７８８番地

岐阜県加茂郡川辺町鹿
塩２９６番地の１
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【公表様式】
工事（委託）
番号

工事（業務）名

工事（業務）
種別

施工場所

公共 舗装道補修費
工第ＣＴ－６－
一般国道 ４１８号 加
（緊急経済対策分）（翌
ほ装工事
４号
茂郡川辺町比久見
債）

公共 舗装道補修費
工第ＨＴ－６－
一般県道 多治見八百
（緊急経済対策分）（翌
１４号
津線 可児市兼山
債）

ほ装工事

契約の相手方の
商号又は名称

（株）小栗建設

（株）山岡興業

契約の相手方の住所

契約締結日
（変更契約締結日）

施工（履行）期間

平成25年 3月26日

平成25年 3月26日～
平成25年 6月28日

9,429,000

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝３５０．０ｍ Ｗ＝６．５ｍ
切削工 Ａ＝２，２８０ｍ２
表層工 Ａ＝２，２８０ｍ２

平成25年5月27日

平成25年5月27日～
平成25年6月28日

9,163,350

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝３４０．０ｍ Ｗ＝６．８～７．０ｍ
切削工 Ａ＝２，３２０ｍ２
表層工 Ａ＝２，３２０ｍ２

平成25年 3月26日

平成25年 3月26日～
平成25年 7月 3日

13,072,500

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝５３０．０ｍ Ｗ＝６．０ｍ
切削工 Ａ＝３，１８０ｍ２
表層工 Ａ＝３，１８０ｍ２

平成25年6月21日

平成25年3月26日～
平成25年7月3日

13,341,300

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝６４０．０ｍ Ｗ＝４．００～６．０５ｍ
切削工 Ａ＝３，１４０ｍ２
表層工 Ａ＝３，１４０ｍ２

岐阜県加茂郡川辺町比
久見１５８９

岐阜県可児市土田
５０３６

平成25年 3月26日

工第Ｈ１８－Ａ 公共 一般国道改築 一般国道 ２４８号
３３－１号
（緊急経済対策）（翌債） 濃加茂市 太田町

美

土木一式工事 （株）友進道路

平成25年 3月26日

ほ装工事

塚本産業（株）

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

―

当初

舗装工及び切削工の面積について、起工測量の
結果、幅員等に相違があったため変更したい。

1回目

―

当初

舗装工及び切削工について、起工測量の結果、面
積等に相違があったため変更したい。

1回目

―

当初

平成25年 3月26日～
平成26年 3月20日

施工延長 Ｌ＝１３２０．０ｍ Ｗ＝１４．０（２５．０）ｍ
土工 切土工 Ｖ＝９２０ｍ3 路床改良工
Ａ＝２，１９０ｍ2
舗装工 車道舗装工 Ａ＝１１，０５０ｍ2 歩道舗装工 Ａ＝３２０
ｍ2
139,650,000
分離帯工 箱型管渠工 Ｌ＝２４８ｍ 縁石工 Ｌ＝１，５８４ｍ
街渠桝工
Ｎ＝５箇所
遮光フェンス工 Ｌ＝１，１３１ｍ
安全施設工 歩車道境界工 Ｌ＝８０３ｍ
転落防止柵工 Ｌ
＝１０８ｍ
信号機移設工 Ｎ＝４箇所
標識移設工
Ｎ＝４箇所

平成25年3月26日～
平成26年3月20日

施工延長 Ｌ＝１３２０．０ｍ Ｗ＝１４．０（２５．０）ｍ
土工 切土工 Ｖ＝１，５００ｍ3 路床改良工 Ａ＝２，２８０ｍ2
舗装工 車道舗装工 Ａ＝９，０９０ｍ2 歩道舗装工 Ａ＝８０ｍ2
分離帯工 箱型管渠工 Ｌ＝２３８ｍ 縁石工 Ｌ＝１，５８２ｍ 現地調査の結果、昼間の交通量が多いため、交差
142,973,250
街渠桝工 Ｎ＝７箇所 遮光フェンス工 Ｌ＝９６４ｍ
点内の施工を夜間施工に変更したい。
安全施設工 歩車道境界工 Ｌ＝１０ｍ 転落防止柵工 Ｌ＝１０
２ｍ
信号機移設工 Ｎ＝４箇所 標識移設工 Ｎ＝４箇所

岐阜県美濃加茂市山之
上町
１３８４

平成26年3月17日

公共 舗装道補修費
工第ＨＴ－６－
一般県道 富加坂祝線
（緊急経済対策分）（翌
１６号
加茂郡富加町羽生 他
債）

契約金額（円）

平成25年 3月26日～
平成25年 6月28日

舗装道補修工事
第１工区 施工延長 Ｌ＝２７０．０ｍ Ｗ＝３．５～６．５ｍ
路面掘削工 Ａ＝１．５５０ｍ２
10,552,500
表層工
Ａ＝１，５５０ｍ２
第２工区 施工延長 Ｌ＝３２０．０ｍ Ｗ＝３．０ｍ
路面掘削工 Ａ＝９６０ｍ２
表層工
Ａ＝９６０ｍ２

平成25年3月26日～
平成25年6月28日

舗装道補修工事
第１工区 施工延長 Ｌ＝２７０．５ｍ Ｗ＝７．０５～７．７ｍ
路面掘削工 Ａ＝１，４８０ｍ２
11,120,550
表層工
Ａ＝１，４８０ｍ２
第２工区 施工延長 Ｌ＝２９４．８ｍ Ｗ＝３．２～４．０ｍ
路面掘削工 Ａ＝１，０４０ｍ２
表層工
Ａ＝１，０４０ｍ２

岐阜県美濃加茂市本郷
町
３丁目１６番地７

平成25年6月11日
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1回目

―

当初

・起工測量した結果、横断幅に誤測が確認された
ため、再計測した結果に基づき変更したい。
・路面性状調査の実施結果に基づき、各工区の実
施範囲を変更したい。

1回目

【公表様式】
工事（委託）
番号

工事（業務）名

工事（業務）
種別

施工場所

契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所

契約締結日
（変更契約締結日）

変更理由

変更回次

平成25年 3月26日～
平成25年11月 5日

施工延長 Ｌ＝３８０．０ｍ Ｗ＝１４．０（２５．０）ｍ
土工 切土工 Ｖ＝１，６００ｍ3 盛土工 Ａ＝２，９００ｍ2
擁壁工 Ｌ型擁壁工（Ｈ＝１．１０～２．２５ｍ）Ｌ＝１５３ｍ
補強土擁壁（Ｈ＝２．０８～５．２８ｍ）Ａ＝２２７ｍ2
97,209,000
舗装工 車道舗装工 Ａ＝３，１９０ｍ2 歩道舗装工 Ａ＝３２ｍ2
排水工 箱型管渠工 Ｌ＝１３４ｍ 集水桝工 Ｎ＝４箇所
安全施設工 縁石工 Ｌ＝１７９ｍ 防護柵工 Ｌ＝７７９ｍ 遮光フェ
ンス工 Ｌ＝１１９ｍ

―

当初

平成26年1月17日

平成25年3月26日～
平成26年1月24日

施工延長 Ｌ＝３８０．０ｍ Ｗ＝１４．０（２５．０）ｍ
土工 切土工 Ｖ＝１，６００ｍ3 盛土工 Ａ＝２，９００ｍ2
擁壁工 Ｌ型擁壁工（Ｈ＝１．１０～２．２５ｍ）Ｌ＝１５３ｍ
補強土擁壁（Ｈ＝２．０８～５．２８ｍ）Ａ＝２２６ｍ2
93,885,750
舗装工 車道舗装工 Ａ＝３，３６０ｍ2 歩道舗装工 Ａ＝２７ｍ2
排水工 箱型管渠工 Ｌ＝１４７ｍ 集水桝工 Ｎ＝４箇所
安全施設工 縁石工 Ｌ＝１６４ｍ 防護柵工 Ｌ＝４２７ｍ 遮光フェ
ンス工 Ｌ＝１１９ｍ

ＣＢＲ試験の結果、路床改良の固化材添加量を減
工したい。また、公安委員会との現地立会いの結
果、防護柵工を減工したい。

2回目

平成25年 3月26日

平成25年 3月26日～
平成25年 8月 7日

12,894,000

花フェスタ記念公園園路補修工Ｎ＝１式
ポーラス系トップコート補修
西ゲート周辺Ａ＝１，５６０ｍ２
花トピア周辺（舗装打替 透水性舗装）Ａ＝９９０ｍ２

―

当初

平成25年 3月26日

平成25年 3月26日～
平成25年 8月 7日

13,648,950

花フェスタ記念公園園路補修工Ｎ＝１式
ポーラス系トップコート補修
西ゲート周辺Ａ＝１，５６０ｍ２
花トピア周辺（舗装打替 透水性舗装）Ａ＝１，１２０ｍ２

現地再確認の結果、園路の傷みが激しい箇所を発
見したため現況にあわせて面積を増工したい。

1回目

平成25年6月7日

平成25年3月26日～
平成25年8月7日

13,648,950

花フェスタ記念公園園路補修工Ｎ＝１式
ポーラス系トップコート補修
西ゲート周辺Ａ＝１，５６０ｍ２
花トピア周辺（舗装打替 透水性舗装）Ａ＝１，１２０ｍ２

現地再調査による箇所の変更

2回目

平成25年 3月26日～
平成25年 7月 3日

舗装道補修工事
１工区 施工延長 Ｌ＝３５０．０ｍ Ｗ＝４．０ｍ
表層工 Ａ＝１，４００ｍ２
13,965,000 ２工区 施工延長 Ｌ＝１８０．０ｍ Ｗ＝４．０ｍ
表層工 Ａ＝７２０ｍ２
３工区 施工延長 Ｌ＝１８０．０ｍ Ｗ＝７．０ｍ
表層工 Ａ＝１，２６０ｍ２

平成25年6月24日

平成25年3月26日～
平成25年7月3日

舗装道補修工事
１工区 施工延長 Ｌ＝３７１．０ｍ Ｗ＝３．２～７．６ｍ
表層工 Ａ＝１，５３０ｍ２
14,792,400 ２工区 施工延長 Ｌ＝１８８．０ｍ Ｗ＝３．５～８．１ｍ
表層工 Ａ＝１０００ｍ２
３工区 施工延長 Ｌ＝１２０．０ｍ Ｗ＝６．８～７．８ｍ
表層工 Ａ＝８７０ｍ２

平成25年 3月26日

平成25年 3月26日～
平成25年 7月 8日

16,170,000

平成25年 3月26日

工第Ｈ１８－Ａ 公共 一般国道改築（緊 一般国道 ２４８号
３３－２号
急経済対策）（翌債）
濃加茂市 御門町

美

公共 防災・安全交付
工第１２－８－
花フェスタ記念公園
金事業（都市公園）（翌
１－３号
可児市瀬田地内
債）

土木一式工事 北川工務（株）

ほ装工事

（株）大竹工務店

岐阜県美濃加茂市西町
５丁目７１番地

岐阜県可児市今渡
３０１番地の１２

平成25年 3月26日
公共 舗装道補修費
一般県道 中野方七宗
工第ＨＴ－６－
（緊急経済対策分）（翌 線 加茂郡 八百津町 ほ装工事
１２号
債）
福地

工第ＨＴ－６－ 公共 舗装道補修 （緊 一般県道 善師野多治
１１号
急経済対策分）（翌債） 見線 可児市 室原

公共 舗装道補修費
工第ＨＴ－６－
主要地方道 土岐可児
（緊急経済対策分）（翌
９号
線 可児市 久々利
債）

ほ装工事

ほ装工事

（株）土谷組

（株）可茂道路

（株）可茂道路

施工（履行）期間

岐阜県加茂郡八百津町
八百津３３２１－１２

岐阜県可児市川合
１９９番地の４

契約金額（円）

工事（業務）概要

―

当初

起工測量の結果、舗装工の増工、アスカーブ設
置。区画線の減工。Ａｓガラの増工。交通整理員の
増工。

1回目

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝５６０．０ｍ Ｗ＝６．５ｍ
表層工 Ａ＝３，９８０ｍ２

―

当初

・起工測量の結果、幅員等に相違があった。また、
起工路面調査及びその成果に基づく現地再確認
の結果、舗装工及び打換工必要面積に変更が生じ
たため、変更したい。
・起点及び終点付近の部分打換工について、当初
は「表層打換工５ｃｍ＋オーバーレイ５ｃｍ（嵩上
げ）」を予定していたが、掘削したところ既設の舗装
厚が１５ｃｍであったため、縦断及び横断的な擦付
けを考慮し、「瀝青安定処理１０ｃｍ＋表層工５ｃｍ」
の舗装構成としたい。

1回目

―

当初

平成25年6月21日

平成25年3月26日～
平成25年7月8日

17,544,450

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝５６０．０ｍ Ｗ＝６．５ｍ
表層工 Ａ＝３，９８０ｍ２

平成25年 3月26日

平成25年 3月26日～
平成25年 7月 8日

16,537,500

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝９００．０ｍ Ｗ＝３．２５ｍ
切削工 Ａ＝３，９８０ｍ２
表層工 Ａ＝３，９８０ｍ２

平成25年6月18日

平成25年3月26日～
平成25年7月8日

16,665,600

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝８９３．５ｍ Ｗ＝２．８２５～８．２００ｍ
切削工 Ａ＝４，０３０ｍ２
表層工 Ａ＝４，０３０ｍ２

岐阜県可児市川合
１９９番地の４
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舗装工及び切削工の面積について、起工測量の
結果、幅員に相違があったため変更したい。

1回目

【公表様式】
工事（委託）
番号

工第耐震－６
号

工事（業務）名

施工場所

公共 橋りょう補修費
主要地方道 可児金山
（緊急経済対策分）（翌
線 可児市川合
債）

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 市原産業（株）

木曽川水系 蜂屋川
工第Ｋ河公流 公共 総合流域防災事
美濃加茂市 蜂屋町 伊 土木一式工事 （株）和泉
－２２－Ｈ１号 業（翌債）
瀬 地内

契約の相手方の住所

岐阜県可児市川合
２７４９ー９

契約締結日
（変更契約締結日）

施工（履行）期間

平成25年 3月26日

平成25年 3月26日～
平成25年10月31日

47,565,000

平成25年10月17日

平成25年 3月26日～
平成26年 3月20日

47,710,950

平成26年2月28日

平成25年3月26日～
平成26年3月20日

橋梁耐震補強工事
川合大橋 橋長Ｌ＝２１９．０ｍ 総幅員Ｗ＝１１．３ｍ
48,148,800
Ｐ１橋脚補強工 Ｎ＝１基
Ｐ２橋脚補強工 Ｎ＝１基

平成25年 3月26日

平成25年 3月26日～
平成25年11月29日

18,900,000

施工延長 Ｌ＝２１０．０ｍ
土工 河道掘削工 Ｖ＝１，１００m3
護岸工 根継工
Ｌ＝２５２．０ｍ

平成26年2月19日

平成25年3月26日～
平成26年3月20日

20,000,400

施工延長 Ｌ＝２４８．９ｍ
土工 河道掘削工 Ｖ＝９４０m3
護岸工 根継工
Ｌ＝３２１．２ｍ

平成25年 3月26日～
平成26年 2月20日

施工延長 L＝100ｍ
護岸工 N＝１式
ブロック積工（右岸）L＝36．4ｍ、SL＝3．2～3．5m、A＝108m2
24,990,000
ブロック積工（左岸）L＝71．7ｍ、SL＝3．0～3．4m、A＝210m2
ブロック嵩上げ工 L＝33．7ｍ V＝4．3m3
護床工 N＝１式
根固ブロック（0．5t） N＝231個

―

当初

平成26年3月14日

平成25年3月26日～
平成26年3月25日

施工延長 L＝133.1ｍ
護岸工 N＝１式
ブロック積工（右岸）L＝13．7ｍ、SL＝3．2～3．4m、A＝43m2
26,000,100
ブロック積工（左岸）L＝104．9ｍ、SL＝2．8～3．4m、A＝319m2
ブロック嵩上げ工 L＝37．8ｍ V＝4．8m3
護床工 N＝１式
根固ブロック（0．5t） N＝343個

残土処理場変更。床掘結果に基づく護岸延長の増

3回目

平成25年 3月26日

平成25年 3月26日～
平成25年 7月 3日

7,560,000

―

当初

平成25年3月26日～
平成25年7月3日

道路維持工事
上麻生橋 橋梁補修工事 Ｌ＝１３４．８ｍ
7,942,200
橋面舗装工 Ｌ＝８０．６ｍ Ｗ＝５．５ｍ Ａ＝４４３ｍ２
取付舗装工 Ｌ＝５４．２ｍ Ｗ＝６．０～８．１ｍ Ａ＝３７３ｍ２

・舗装工の面積について、起工測量の結果、幅員
等に相違があったため変更したい。
・ＪＲ高山線に近接する部分について東海旅客鉄
道（株）と協議を実施した結果、施工の条件として、
保安要員（列車見張員等）の設置が必要となったた
め、設計変更し計上したい。

2回目

-

（当初）

岐阜県美濃加茂市加茂
野町加茂野１９１－１

平成25年 3月26日
木曽川水系 水無瀬川
工第Ｋ河公流 公共 総合流域防災事
加茂郡 川辺町 上川辺 土木一式工事 （株）丸高興業
－２１－Ｈ１号 業（翌債）
地内

工第橋補－６
－２－２号

公共 橋りょう補修費
（予備費分）（翌債）

一般県道 上麻生停車
場線 加茂郡七宗町
上麻生

ほ装工事

中部興業（株）

岐阜県加茂郡川辺町鹿
塩
２９６番地の１

岐阜県加茂郡七宗町上
麻生
２４８２番地の５
平成25年6月19日

公共 舗装道補修費
第ＨＴ－６－１
一般県道 坂祝関線
（緊急経済対策分）（翌
５号
加茂郡坂祝町深萱
債）

平成25年 3月26日
平成25年 3月26日 ～ 平成25年 7月 8
日
ほ装工事

（株）栗山組

公共 舗装道補修費
一般国道 ４１８号 加
（緊急経済対策分）（翌
ほ装工事
茂郡八百津町野上
債）

（株）土谷組

平成25年 3月26日
平成25年 3月26日 ～ 平成25年 7月 3
日
岐阜県加茂郡八百津町
八百津３３２１－１２
平成25年 6月 3日

平成25年 3月26日
～ 平成25年 7月 3
日
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工事（業務）概要

変更理由

変更回次

橋梁耐震補強工事
川合大橋 橋長Ｌ＝２１９．０ｍ 総幅員Ｗ＝１１．３ｍ
Ｐ１橋脚補強工 Ｎ＝１基
Ｐ２橋脚補強工 Ｎ＝１基

―

当初

橋梁耐震補強工事
川合大橋 橋長Ｌ＝２１９．０ｍ 総幅員Ｗ＝１１．３ｍ
Ｐ１橋脚補強工 Ｎ＝１基
Ｐ２橋脚補強工 Ｎ＝１基

―

1回目

ＲＣ巻立てに伴うコンクリート削孔（フーチングアン
カー鉄筋用）を実施したところ、既存の鉄筋に干渉
し設計図書のとおり削孔できないことが分かった。
構造の再検討をしたところ、巻き立て厚を厚くする
ことにより、既存鉄筋の干渉がなくなるため、巻き
立て厚を設計より５０ｍｍ増厚したい。

2回目

―

当初

道路維持工事
上麻生橋 橋梁補修工事 Ｌ＝１３１．０ｍ
橋面舗装工 Ｌ＝８１．０ｍ Ｗ＝５．５ｍ Ａ＝４４６ｍ２
取付舗装工 Ｌ＝５０．０ｍ Ｗ＝６．５ｍ Ａ＝３２５ｍ２

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝４３０．０ｍ Ｗ＝６．５～９．５ｍ
16,317,000
路面切削工 Ａ＝２，９６０ｍ２
表層工
Ａ＝２，９６０ｍ２

岐阜県加茂郡坂祝町酒
倉２００８
平成25年 3月26日
平成25年 6月17日 ～ 平成25年 7月 8
日

第ＣＴ－６－５
号

契約金額（円）

15,801,450

15,172,500

重要水防区間における流下能力不足の早期解消
のため、４０．０ｍ区間を増工したい。

・起工測量した結果、横断幅に誤測が確認された
舗装道補修工事 施工延長 Ｌ＝３６０．０ｍ Ｗ＝５．５～８．８５ｍ
ため、再計測した結果に基づき、変更したい。
路面切削工 Ａ＝２，０５０ｍ２ 舗装版取壊工 Ａ＝１，２１０ｍ２ 表
・路面性状調査の実施結果に基づき、実施範囲を
層工
Ａ＝２，０５０ｍ２ 上層路盤工 Ａ＝１，２１０ｍ２
変更したい。
舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝５５０．０ｍ Ｗ＝６．８ｍ
切削工 Ａ＝３，７４０ｍ２
表層工 Ａ＝３，７４０ｍ２

舗装道補修工事 施工延長 Ｌ＝５０７．９ｍ Ｗ＝６．６～８．９ｍ
16,065,000 削工 Ａ＝３，９２０ｍ２ 表層工 Ａ＝３，９２０ｍ２

-

切 舗装工及び切削工の面積について、起工測量の
結果、幅員等に相違があったため変更したい。

2回目

1回目

（当初）

1回目

【公表様式】
工事（委託）
番号

第公落補－６
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

公共 防災・安全交付金 一般国道 ２５６号 加 とび・土工・コ
丸ス産業（株）
（災害防除）（翌債）
茂郡 白川町 下佐見
ンクリート工事

契約の相手方の住所

契約締結日
（変更契約締結日）

（株）長尾土建

28,192,500

平成25年 3月26日
岐阜県加茂郡白川町三
平成25年 3月26日 ～ 平成25年 9月16
川１２７０
日

30,000,600

平成25年 3月26日
～ 平成25年 9月16
日

36,279,600

平成25年 3月26日
平成25年 3月26日 ～ 平成25年 7月 8
日

19,635,000

平成25年 3月26日
～ 平成25年 7月 8
日

19,273,800

平成25年 3月26日
平成25年 3月26日 ～ 平成25年 7月 8
日

19,005,000

平成25年 3月26日
～ 平成25年 7月 8
日

19,885,950

平成25年 3月26日
平成25年 3月26日 ～ 平成25年 7月 8
日

19,110,000

岐阜県加茂郡七宗町神
渕１９２９－２

平成25年6月19日

公共 舗装道補修費
第ＨＴ－６－８
主要地方道 土岐可児
（緊急経済対策分）（翌
号
線 可児市土田
債）

ほ装工事

（株）山岡興業

岐阜県可児市土田５０３
６

平成25年6月14日

第ＣＴ－６－２
号

公共 舗装道補修費
一般国道 ２５６号 加
（緊急経済対策分）（翌
ほ装工事
茂郡東白川村越原
債）

丸登建設（株）

第Ｋ砂公通－ 公共 通常砂防事業
４－１－Ｈ２号 （翌債）

平成25年 3月26日
～ 平成25年 7月 8
日

平成25年 3月26日
平成25年 3月26日 ～ 平成26年 2月20
日
土木一式工事 大脇建設（株）

岐阜県加茂郡白川町河
岐５０２－１
平成25年 3月26日
平成25年12月20日 ～ 平成26年 2月20
日

第Ｋ河公広－
９－Ｈ２号

公共 広域河川改修事
業（翌債）

木曽川水系 可児川
可児市 石井 地内

土木一式工事 市原産業（株）

工事（業務）概要
落石対策工
高エネルギ－吸収型ポケット式落石防護網工
Ａ＝700m2

平成25年 3月26日
平成25年 3月26日 ～ 平成26年 2月28
日
岐阜県可児市川合２７４
９－９
平成25年 3月26日
平成26年2月14日 ～ 平成26年 3月20
日
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変更理由

変更回次

-

（当初）

落石対策工
高エネルギ－吸収型ポケット式落石防護網工
Ａ＝725m2

公防災１７－Ａ５０－１号との近接合併。早期対策
の必要性からネット工の増工。

落石対策工
高エネルギ－吸収型ポケット式落石防護網工
Ａ＝970m2

小規模な落石の発生と工区の完了による増工。

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝６２０．０ｍ Ｗ＝７．０ｍ
表層工 Ａ＝４，３４０ｍ２

舗装道補修工事 施工延長 Ｌ＝５００．０ｍ Ｗ＝７．５～１０．５ｍ
表層工 Ａ＝４，３３０ｍ２
舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝５７０．０ｍ Ｗ＝７．０ｍ
切削工 Ａ＝４，２９０ｍ２
表層工 Ａ＝４，２９０ｍ２
舗装道補修工事 施工延長 Ｌ＝６００．０ｍ Ｗ＝６．３～１０．０ｍ
切削工 Ａ＝４，５００ｍ２ 表層工 Ａ＝４，５００ｍ２

舗装道補修工事
施工延長 Ｌ＝４７０．０ｍ Ｗ＝７．０ｍ
路面切削工 Ａ＝３，２９０ｍ２
表層工
Ａ＝３，２９０ｍ２

岐阜県加茂郡東白川村
神土２６６７－１
平成25年6月19日

木曽川水系 田代東谷
加茂郡 白川町 河岐
地内

契約金額（円）

平成25年 3月26日
平成25年 3月26日 ～ 平成25年 9月16
日

平成25年 8月 7日

公共 舗装道補修費
主要地方道 関金山線
第ＨＴ－６－１
（緊急経済対策分）（翌 加茂郡七宗町神淵（中 ほ装工事
号
債）
切）

施工（履行）期間

舗装道補修工事 施工延長 Ｌ＝５８１ｍ Ｗ＝６．６～８．６５ｍ
19,947,900 面切削工 Ａ＝４，２３０ｍ２ 表層工
Ａ＝４，６３０ｍ２

砂防堰堤工
本堤工（Ｈ＝１０．５ｍ、Ｗ＝４８．５ｍ）
前庭保護工
85,050,000
垂直壁工（Ｈ＝４．７ｍ、Ｗ＝８．３ｍ）、水叩工
流路工 Ｎ＝１式

-

舗装工の面積について、起工測量、ひび割れ等調
査の結果、部分打換え面積、幅員等に相違があっ
たため変更したい。

-

舗装工及び切削工の面積について、起工測量の
結果、幅員等に相違があったため変更したい。

-

・起工測量した結果、横断幅に誤測が確認された
路 め、再計測した結果に基づき、変更したい。
・路面性状調査の実施結果に基づき、下記のとお
り実施範囲を変更したい。

-

砂防堰堤工 本堤工（Ｈ＝１０．５ｍ、Ｗ＝４８．５ｍ）前庭保護工 垂直 安全対策のため交通整理員の増、近接工事間の
84,714,000 壁工（Ｈ＝４．７ｍ、Ｗ＝８．３ｍ）、水叩工 流路工 Ｎ＝１式
諸経費調整

59,640,000

施工延長 Ｌ＝１０５０ｍ
掘削工 土砂掘削 Ｖ＝１３５００ｍ３
岩掘削 Ｖ＝
３０ｍ３

施工延長 Ｌ＝１２２４ｍ 掘削工 土砂掘削 Ｖ＝１３６００ｍ３
50,440,950 岩掘削 Ｖ＝
３０ｍ３

-

上流に位置する頭首工の補修工事（市発注）によ
る施工制限、仮設進入路の位置変更のため。

1回目

2回目

（当初）

1回目

（当初）

1回目

（当初）

1回目

（当初）

1回目

（当初）

1回目

【公表様式】
工事（委託）
番号

第Ｋ砂公通４
－２－Ｈ２号

第耐震－６－
２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

公共 通常砂防事業（翌 神田洞谷 加茂郡 七
土木一式工事 中部興業（株）
債）
宗町 神淵 地内

公共 橋りょう補修費
主要地方道 可児金山
（緊急経済対策分）（翌
線 可児市川合
債）

鋼構造物工事 篠田（株）

契約の相手方の住所

契約締結日
（変更契約締結日）

施工（履行）期間

平成25年 3月26日
平成25年 3月26日 ～ 平成26年 1月31
日

85,050,000

平成25年 3月26日
平成25年12月20日 ～ 平成26年 1月31
日

85,865,850

平成25年 3月29日
平成25年 3月29日 ～ 平成25年10月24
日

38,430,000

第１８－Ａ２２
－Ｆ号

公共 社会資本整備総
合交付金

木曽川水系 久々利川
可児市 久々利 地内

土木関係の建
設コンサルタン （株）テイコク
ト業務

平成25年 3月29日
平成25年 9月30日 ～ 平成25年12月31
岐阜県羽島郡岐南町野
日
中１－８

岐阜県岐阜市橋本町
２ー８

公共 社会資本整備総 主要地方道 多治見白 土木関係の建
岐阜県岐阜市薮田南
合交付金（活力創出基 川線 加茂郡 八百津 設コンサルタン 大日コンサルタント（株）
３ー１ー２１
盤整備・改築）
町 伊岐津志
ト業務

平成24年11月29日
平成24年11月29日 ～ 平成25年 3月20
日
平成24年11月29日
平成26年3月17日 ～ 平成26年 3月20
日
平成24年12月 6日
平成24年12月 6日 ～ 平成25年 3月20
日

平成25年5月20日

平成24年12月 6日
～ 平成25年 7月31
日

平成25年 3月19日
平成25年 3月19日 ～ 平成25年 6月30
日
第調補－６・調 公共 道路施設点検調 一般国道 ２４８号他
補－６－２号 査費（補助分)（翌債）
美濃加茂市田島町他

土木関係の建
大同コンサルタンツ
設コンサルタン
（株）
ト業務

公共 総合流域防災事
業（翌債）

堰堤工
本堤工 Ｈ＝１０．０ｍ Ｌ＝５０．２ｍ Ｖ＝１８８５ｍ3
垂直壁工 Ｈ＝ ３．７ｍ Ｌ＝１９．５ｍ Ｖ＝ １７７m3
水叩工 Ｖ＝３９９m3

変更理由

変更回次

-

（当初）

40,170,900

堰堤工 本堤工 Ｈ＝１０．０ｍ Ｌ＝５０．２ｍ Ｖ＝１７３５m3 垂直
壁工 Ｈ＝ ３．７ｍ Ｌ＝１９．５ｍ Ｖ＝ １７７m3 水叩工 Ｖ＝３９９ 管理用道路工法面の風化対策、残土処理場の変
m3管理用道路工 植生基材吹付工（ｔ＝５cm） Ａ＝７６０m2
更

橋梁耐震補強工事
川合大橋 橋長Ｌ＝２１９．０ｍ 総幅員Ｗ＝１１．３ｍ
落橋防止システム工場製作工 Ｎ＝１式
落橋防止システム現場取付工 Ｎ＝１式

橋梁耐震補強工事
川合大橋 橋長Ｌ＝２１９．０ｍ 総幅員Ｗ＝１１．３ｍ
落橋防止システム工場製作工 Ｎ＝１式
落橋防止システム現場取付工 Ｎ＝１式

木曽川水系 飯田川
土木関係の建
（株）石田技術コンサル 岐阜県可児市川合８５
加茂郡 川辺町 下飯田 設コンサルタン
タンツ 岐阜支店
７ー１
地内
ト業務

平成25年 3月19日
～ 平成25年 6月30
日

平成25年 3月19日
平成25年 3月19日 ～ 平成25年 7月16
日
平成25年 3月19日
平成25年10月30日 ～ 平成25年 7月16
日

11 / 13 ページ

-

耐震補強工事を実施するにあたり、現地調査したと
ころ、Ａ１、Ａ２橋台の支承の損傷が著しいことが確
認された。これは既存の伸縮装置に止水対策が施
されてなく、橋台に雨水が直接流れ込んでいる状
況であったのが損傷の原因であると考えられるた
め、早期に補修を行い、その機能を保全すべく、伸
縮装置止水工、支承防錆工を増工したい。
上記増工に伴い、工期を平成２５年１２月３１日ま
で延期したい。

主要地方道可児金山線の一級河川木曽川今渡ダ
ム湖を渡河する川合大橋の耐震補強工事（落橋防
橋梁耐震補強工事 川合大橋 橋長Ｌ＝２１９．０ｍ 総幅員Ｗ＝１１． 止システム）を早期に実施するにあたり、橋の機能
３ｍ 落橋防止システム工場製作工 Ｎ＝１式 落橋防止システ を保全すべくＡ１橋台の変位制限構造を増工した
41,851,950
ム現場取付工 Ｎ＝１式
い。
増工にともない、工期を平成２６年２月２８日まで延
期したい。

14,175,000 取水堰予備・詳細設計業務 Ｎ＝２基
17,185,350

取水堰予備・詳細設計業務 Ｎ＝２基

13,104,000 環境基準不適合土の処理対策検討業務 N＝1式

14,150,850 環境基準不適合土の処理対策検討業務 N＝1式

3,297,000

歩道橋点検
国道 Ｎ＝１橋
地方道 Ｎ＝１２橋

3,499,650 歩道橋点検 国道

2,835,000
3,042,900

構造形式の決定に伴い耐震設計が必要となった。

岐阜県建設発生土処理対策調査委員会におい
て、委員から検討項目（残土搬入前の水質調査及
び地形の測量、遮音壁の修正設計）が追加された
ため、変更して増工したい。これに伴い、工期を７
月３１日まで延長したい。

-

岐阜県岐阜市中鶉２－
１１
平成25年6月3日

第Ｓ河公流－
２０－Ｈ２号

工事（業務）概要

岐阜県加茂郡七宗町上
麻生２４８２－５

平成25年 3月29日
平成25年12月19日 ～ 平成26年2月28
日

第Ｓ河公改－
１０－１号

契約金額（円）

Ｎ＝１橋 地方道 Ｎ＝１３橋

設計業務委託
護岸詳細設計 Ｌ＝２１５ｍ
設計業務委託 護岸詳細設計 Ｌ＝１５４ｍ 床固工詳細設計 Ｎ＝１
基

（主）土岐可児線の無名歩道橋は、地下道であるこ
とが確認されたため、本業務から減工したい。（主）
土岐可児線の広見歩道橋及び（一）御嵩犬山線の
帷子歩道橋の２基については、歩道橋台帳及び現
地調査した結果、県管理であることが判明したため
業務を追加したい。

現況河床すり付けを床固め工によることとしたた
め。

1回目

（当初）

1回目

2回目

（当初）
4回目
（当初）

3回目

（当初）

1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

契約の相手方の住所

契約締結日
（変更契約締結日）

施工（履行）期間

平成25年 3月19日
平成25年 3月19日 ～ 平成25年 7月16
日
第Ｓ河公広－
１０－Ｈ１号

公共 広域河川改修事
業（翌債）

木曽川水系 久々利川
可児市 久々利 地内

土木関係の建
設コンサルタン （株）テイコク
ト業務

平成25年 3月19日
～ 平成26年 2月 1
日

平成25年 3月19日
平成25年 3月19日 ～ 平成25年 5月17
日
公共 広域河川改修事
業（翌債）

木曽川水系 久々利川
可児市 久々利 地内

土木関係の地 （株）岐阜ソイルコンサ
質調査業務
ルタント

岐阜県岐阜市下奈良２
－５－１

平成25年6月4日

一般国道 ４１８号他
土木関係の建
第点調－６・点 公共 道路施設点検調
中央コンサルタンツ
加茂郡八百津町八百津 設コンサルタン
調－６－２号 査費（補助分)（翌債）
（株） 岐阜事務所
他
ト業務

岐阜県岐阜市金町６ー
６

公共 広域河川改修事
業（翌債）

木曽川水系 可児川
可児市 広見 地内

土木関係の建
ジェイアール東海コンサ 愛知県名古屋市中村区
設コンサルタン
ルタンツ（株）
名駅５－３３－１０
ト業務

平成25年 3月19日
～ 平成25年 8月15
日

平成25年 3月19日
平成25年 3月19日 ～ 平成25年10月14
日

平成26年2月4日

主要地方道 多治見白
土木関係の建
第Ｈ１８－Ａ２２ 公共 地方道改築（緊急 川線 可児郡 御嵩町
（株）ダイヤコンサルタン 岐阜県岐阜市神室町４
設コンサルタン
－Ａ号
経済対策）（翌債）
中～加茂郡 八百津町
ト 岐阜事務所
丁目３９
ト業務
伊岐津志

平成25年 3月19日
～ 平成25年 6月10
日

平成25年 3月19日
平成25年 3月19日 ～ 平成25年 8月15
日

平成25年8月1日

第Ｓ河公広－
９－Ｈ１号

工事（業務）概要

測量業務
現地測量（１／２５０） Ａ＝０．００１ｋｍ2
河川測量
Ｌ＝０．０８ｋｍ
8,190,000 設計業務（無名橋２）
橋梁上部工詳細設計
Ｎ＝１橋
橋梁下部工詳細設計
Ｎ＝２基

変更理由

変更回次

-

（当初）

岐阜県岐阜市橋本町
２ー８

平成26年1月21日

第Ｓ河公広－
１０－Ｈ３号

契約金額（円）

平成25年 3月19日
～ 平成26年 3月20
日

平成25年 3月22日
平成25年 3月22日 ～ 平成26年 3月31
日

平成26年2月28日

平成25年 3月22日
～ 平成26年 3月31
日
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9,003,750

測量業務 現地測量（１／２５０） Ａ＝０．００１ｋｍ2 河川測量
Ｌ＝０．０８ｋｍ設計業務（無名橋２） 橋梁上部工詳細設計
Ｎ＝１
橋 橋梁下部工詳細設計
Ｎ＝２基

地質調査業務
ボーリング調査
機械ボーリング
Ｌ＝２４．０ｍ（４本）
3,097,500 原位置試験
標準貫入試験
Ｎ＝２４回
孔内水平載荷試験 Ｎ＝ ４回

上部工タイプ、取付部の変更設計のため。

-

地質調査業務 ボーリング調査 機械ボーリング
Ｌ＝２０．０ｍ
別途橋梁設計業務結果に基づく調査位置、および
（４本） 原位置試験 標準貫入試験
Ｎ＝ ９回 孔内水平載
それに伴う仮設足場の変更、土質・地質確認によ
3,541,650 荷試験 Ｎ＝ ４回
る変更。

16,203,915

トンネル点検業務
一般国道：鷲ヶ峰トンネル 他２トンネル
地方道 ：河岐トンネル 他３トンネル

トンネル点検業務 一般国道：鷲ヶ峰トンネル 他２トンネル 地方道
16,492,350 ：河岐トンネル 他３トンネル

測量業務
現地測量（１／２５０）
Ａ＝０．００５ｋｍ2
路線測量
Ｌ＝０．１ｋｍ
4,725,000
設計業務
ＪＲ太多線アンダーパス予備検討 Ｎ＝１式

測量業務 現地測量（１／２５０）
Ａ＝０．００５ｋｍ2 路線測量
5,590,200 Ｌ＝０．１ｋｍ設計業務 ＪＲ太多線アンダーパス予備検討 Ｎ＝１式

調査業務
水文調査 Ｎ＝１式
自記水位計設置観測 Ｎ＝ １ヵ所
沢水流量観測
Ｎ＝１６ヵ所
4,630,500
溜池水位観測
Ｎ＝ ５ヵ所
溜池流量観測
Ｎ＝ ３ヵ所
水質調査
Ｎ＝１９ヵ所

4,426,800

調査業務 水文調査 Ｎ＝１式 自記水位計設置観測 Ｎ＝ １ヵ所
沢水流量観測
Ｎ＝１９ヵ所 溜池水位観測
Ｎ＝ ５ヵ所
溜池流量観測
Ｎ＝ ３ヵ所 水質調査
Ｎ＝１７ヵ所

-

トンネル点検の数量について、収集した資料に基
づき現地にて確認計測したところ、周長・幅員等に
相違があったため数量を変更したい。

-

アンダーパスを含む道路予備設計の追加

-

現地調査の結果、流水がなく観測不可能な個所が
存在したため、調査可能数量に基づいて変更した
い。

3回目

（当初）

2回目

（当初）

1回目

（当初）

3回目

（当初）

1回目

【公表様式】
工事（委託）
番号

第Ｓ河公流－
２０－Ｈ１号

工事（業務）名

公共 総合流域防災事
業（翌債）

施工場所

工事（業務）
種別

契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所

木曽川水系 飯田川
土木関係の建
（株）石田技術コンサル 岐阜県可児市川合８５
加茂郡 川辺町 下飯田 設コンサルタン
タンツ 岐阜支店
７ー１
地内
ト業務

契約締結日
（変更契約締結日）

平成25年 3月22日
平成25年 3月22日 ～ 平成25年 8月28
日

平成26年3月13日

第Ｓ河公流－
１９－Ｈ１号

公共 総合流域防災
加茂川 加茂郡坂祝
（翌債）事業 丈量測量
町酒倉 外 地内
及び物件調査委託業務

土木関係の測
（株）ユニオン
量業務

岐阜県岐阜市西河渡
２ー５７

平成25年 3月22日
～ 平成26年 3月12
日

平成25年 3月28日
平成25年 3月28日 ～ 平成25年 6月10
日

契約金額（円）

10,997,700

7,840,350

2,625,000

平成25年5月16日
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変更回次

-

（当初）

-

用地測量 Ｌ８２０ｍ × Ｗ８０ｍ ＝ ６０，５００ｍ2面積計算 １７，１
当初予定していた業務内容及び測量面積等に差
００ｍ2独立工作物 １箇所立竹木調査（収穫樹） ０ｍ2立竹木調査
異が生じたため
（竹林） ３３ｍ2

基準点測量（4級）N＝10点
現地測量 A＝0．06km2
4,667,250 路線測量（河川） L＝0．55km
路線測量（道路） L＝0．78km

平成25年 3月28日
平成25年 3月28日 ～ 平成25年 5月21
日

変更理由

設計業務委託 橋梁詳細設計 Ｎ＝１基 樋管詳細設計 Ｎ＝１基 河
川護岸詳細設計 Ｌ＝４５ｍ 上下水道及び橋梁添架詳細設計 Ｎ＝１ 仮設迂回路の区域変更資料が必要となったため。
式 区域変更資料作成 Ｎ＝１式

用地測量 Ｌ８５０ｍ × Ｗ８０ｍ ＝ ６８，０００ｍ2
面積計算 ５１，０００ｍ2
独立工作物 ３箇所
14,070,000
立竹木調査（収穫樹） ２，５００ｍ2
立竹木調査（竹林） ５００ｍ2

4,992,750

平成25年 3月28日
～ 平成25年 5月21
日

工事（業務）概要

設計業務委託
橋梁詳細設計 Ｎ＝１基
樋管詳細設計 Ｎ＝１基
10,920,000
河川護岸詳細設計 Ｌ＝４５ｍ
上下水道及び橋梁添架詳細設計 Ｎ＝１式

平成25年 3月28日
～ 平成25年 7月 1
日

平成25年5月16日

公共 地方道路改築事 主要地方道 多治見白
第Ｈ１８－Ａ２２
土木関係の測
岐阜県岐阜市水海道
業（緊急経済対策）（翌 川線 加茂郡 八百津
（株）三栄コンサルタント
－Ｄ号
量業務
４ー２２ー１２
債）
町 錦織

平成25年 3月22日
～ 平成26年 3月20
日

平成25年 3月22日
平成25年 3月22日 ～ 平成26年 1月21
日

平成26年1月10日

公共 地方道路改築事 主要地方道 多治見白
第Ｈ１８－Ａ２２
土木関係の測
岐阜県郡上市白鳥町越
業（緊急経済対策）（翌 川線 加茂郡 八百津
（株）野田コンサルタント
－Ｃ号
量業務
佐４０１
債）
町 錦織

施工（履行）期間

-

現地踏査の結果、近傍の基準点との距離が遠く、
深沢川工区現地測量基準点測量（3級）N=1点（4級）N＝22点現地測
３級基準点の設置及び、４級基準点の数量が不足
量 A＝0．06km2路線測量（河川） L＝0．55km路線測量（道路） L＝
することが判明したため、基準点数を増工したい。
0．33km
それに伴い、工期を７月１日まで変更したい。
基準点測量（4級）N＝10点
現地測量 A＝0．03km2
路線測量（河川） L＝0．35km

-

現地踏査の結果、近傍の基準点との距離が遠く、
借宿池工区現地測量基準点測量（3級）N＝1点（4級）N＝16点現地測 ３級基準点の設置および４級基準点の量が不足す
2,785,650 量 A＝0．03km2路線測量（河川） L＝0．30km
ることが判明したため、必要な基準点を増工した
い。

3回目

（当初）

2回目

（当初）

1回目

（当初）

1回目

