【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 社会資本整備総
工第７－１－Ｋ
木曽川水系 初屋谷
合交付金事業（通常砂
－１号
加茂郡 白川町 黒川
防事業） 初屋谷

土木一式工事 (株)安江土建

岐阜県加茂郡白川町
上佐見131

発注機関：可茂土木事務所
契約締結日
（変更契約締結日）

土木一式工事 (株)山岡興業

岐阜県可児市土田
5036

土木一式工事 (株)土谷組

岐阜県加茂郡八百津
町八百津3321-12

変更理由

変更回次

―

当初

平成22年9月10日～
平成23年5月31日

砂防堰堤工
Ｈ＝１０．５５ｍ Ｌ＝３９．５ｍ Ｖ＝４４０ｍ3
56,572,950 鋼製スリット工（格子形３６ｔ） Ｎ＝１式
導流護岸工
Ｎ＝１式

平成22年9月10日～
平成23年3月20日

施工延長Ｌ＝７８．５ｍ
護岸工
ブロック積工（右岸）Ｌ＝６７．８ｍ Ａ＝２４７ｍ２
（左岸）Ｌ＝４５．８ｍ Ａ＝１６０ｍ２
59,325,000 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 Ａ１橋台（逆Ｔ式）Ｈ＝６．０ｍ Ｎ＝１基
Ａ２橋台（逆Ｔ式）Ｈ＝６．５ｍ Ｎ＝１基

平成22年 9月10日～
平成23年 5月30日

施工延長Ｌ＝８８．５ｍ
護岸工
ブロック積工（右岸） Ｌ＝６５．９ｍ Ａ＝２４１ｍ2
〃
（左岸） Ｌ＝５５．８ｍ Ａ＝２０４ｍ2
62,364,750
想定外の湧水に伴う変更、工期延長等
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

平成22年9月10日～
平成23年5月30日

施工延長Ｌ＝８８．５ｍ
護岸工
ブロック積工（右岸） Ｌ＝６５．９ｍ Ａ＝２４１ｍ2
〃
（左岸） Ｌ＝５５．８ｍ Ａ＝２０４ｍ2
69,364,050
用地内に構造物を収めるため、ブロック積工を施工したい。
3回目
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

平成22年11月 4日～
平成23年 6月 1日

152号（南戸３）復旧延長 L＝18．0m
ブロック積工 L＝17．4m SL＝1．82～2．77m A＝41m2
舗装工 A＝18m2
区画線工 L＝18m 小口止工 N＝2基 カ゛－ト゛レ－ル
撤去再設置 L＝18m
18,522,000 153号（南戸４）復旧延長 Ｌ＝7．5m Ｗ＝3．0（4．0ｍ）
井桁ブロック積工（1：0．3）L＝7．5m SL＝6．05～6．55m
A＝47m2
防護柵基礎工 L＝7．5m ガ－ドレ－ル撤去・設置工
L＝7．5m
154号（南戸５）復旧延長 Ｌ＝23．5m W＝5．0（6．0）m

平成22年11月 4日～
平成23年 6月 1日

152号（南戸３）復旧延長 L＝18．0m
ブロック積工 L＝17．4m SL＝1．82～2．77m A＝41m2
舗装工 A＝18m2
区画線工 L＝18m 小口止工 N＝2基 カ゛－ト゛レ－ル撤
去再設置 L＝18m
152号残土処理場の変更。ブロック面積の誤測によ
る変更。153号残土処理場の変更。廃材処理場の変
17,508,750 153号（南戸４）復旧延長 Ｌ＝7．5m Ｗ＝3．0（4．0ｍ）
井桁ブロック積工（1：0．3）L＝7．5m SL＝6．05～6．55m
更。
A＝47m2
防護柵基礎工 L＝7．5m ガ－ドレ－ル撤去・設置工 L＝
7．5m
154号（南戸５）復旧延長 Ｌ＝23．5m W＝5．0（6．0）m

平成22年9月10日

平成23年5月24日

一般県道 篠原八百津
線 加茂郡八百津町
南戸

工事（業務）概要

砂防堰堤工
Ｈ＝１０．５５ｍ Ｌ＝３９．５ｍ Ｖ＝４４０ｍ3
55,335,000 鋼製スリット工（格子形３６ｔ） Ｎ＝１式
導流護岸工
Ｎ＝１式

平成23年 5月19日

工第Ｈ２２災１ 公共 道路災害復旧事
５２・１５３・１５ 業（債務） 篠原八百津
４号
線

契約金額（円）

平成22年9月10日～
平成22年9月10日
平成23年3月20日

平成23年5月16日

公共 地域自立・活性化
工第２－Ｋ－１
木曽川水系 矢戸川
交付金事業（河川改
号
可児市 矢戸
修） 矢戸川

施工（履行）期間

平成22年11月 4日

平成23年 3月18日
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盛土形状に合わせた間詰コンクリート形状の変更

―

―

2回目

当初

2回目

当初

1回目

【公表様式】

平成23年5月20日

工第Ｈ２２災９ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 大森川
６号
業 木曽川水系 大森川 可児市大森４

土木一式工事 (株)中濃

岐阜県可児市坂戸792

平成22年11月4日

平成23年4月8日

工第Ｈ２２災１ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 切木川
２４・１２５号
業 木曽川水系 切木川 可児郡御嵩町中切

土木一式工事 (株)天野建設

岐阜県可児郡御嵩町
中切960-1

平成22年11月 4日

平成23年5月16日

工第２２災１２ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 切木川
３号
業 木曽川水系 切木川 可児郡御嵩町中切１

土木一式工事 (株)天野建設

岐阜県可児郡御嵩町
中切960-1

平成22年11月 4日

平成22年11月4日～
平成23年6月1日

152号（南戸３）復旧延長 L＝18．0m
ブロック積工 L＝17．4m SL＝1．82～2．77m A＝41m2
舗装工 A＝18m2
区画線工 L＝18m 小口止工 N＝2基 カ゛－ト゛レ－ル撤
去再設置 L＝18m
17,287,200 153号（南戸４）復旧延長 Ｌ＝7．5m Ｗ＝3．0（4．0ｍ）
現地掘削後の状況に合わせて取付石積工の面積の変更。
2回目
井桁ブロック積工（1：0．3）L＝7．5m SL＝6．05～6．55m
A＝47m2
防護柵基礎工 L＝7．5m ガ－ドレ－ル撤去・設置工 L＝
7．5m
154号（南戸５）復旧延長 Ｌ＝23．5m W＝5．0（6．0）m

平成22年11月4日～
平成23年3月20日

復旧延長 L＝102．8m（右岸L＝36．5m 左岸 L＝85．8m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
L＝92．6m SL＝4．6～5．3m A＝450m2
24,570,000 張ブロック工 L＝4．0m SL＝1．3m A＝5m2
根継工 H＝1．6～2．0m L＝28．5m V＝22m3
小口止工 N＝4基 仮設道路工 L＝46．0m 仮締切工 N=
1式

平成22年11月4日～
平成23年4月15日

復旧延長 L＝102．8m（右岸L＝36．5m 左岸 L＝85．8m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮）
L＝92．6m SL＝4．6～5．3m A＝450*
24,014,550 張ブロック工 L＝4．0m SL＝1．3m A＝5*
根継工 H＝1．6～2．0m L＝28．5m V＝22m3
小口止工 N＝4基
仮設道路工 L＝24．0m

平成22年11月4日～
平成23年3月20日

２２災第１２４号 復旧延長 L＝108．1m（左岸L＝42．8m 右岸
L＝65．3m）
ブロック積工（植生に配慮）L＝50．0m SL＝2．1～4．3m
A＝182m2
練石積工 L＝55．4m SL＝3．6～4．9m A＝217m2
小口止工 N＝9基 すり付け石積工 A＝25m2
23,205,000
２２災第１２５号 復旧延長 L＝11．0ｍ（左岸L＝5．0m 右岸L
＝6．0m）
ブロック積工（植生に配慮）L＝5．7m SL＝2．7～3．0m
A＝16m2
根継工（一法型）L＝5m H=2．3m V＝5m3 小口止工N＝
1基 すり付け石積工A＝2m2

平成22年11月4日～
平成23年5月31日

２２災第１２４号 復旧延長 L＝107．2m（左岸L＝43．2m 右岸
L＝64．0m）
ブロック積工（植生に配慮）L＝49．0m SL＝2．1～4．3m
A＝182m2
練石積工 L＝53．0m SL＝3．6～4．9m A＝210m2
小口止工 N＝9基 すり付け石積工 A＝24m2
22,955,100
起工測量の結果、ブロック積工の延長を変更したい。
２２災第１２５号 復旧延長 L＝11．0ｍ（左岸L＝5．0m 右岸L
＝6．0m）
ブロック積工（植生に配慮）L＝5．7m SL＝2．7～3．0m
A＝16m2
根継工（一法型）L＝5m H=2．3m V＝5m3 小口止工N＝
1基 すり付け石積工A＝2m2

2回目

平成22年11月4日～
平成23年3月20日

復旧延長 L＝66．0m（左岸L＝10．0m 右岸L＝56．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮 裏コンなし）
L＝53．6m SL＝3．2～4．2m A＝186m2
コンクリートブロック積工（植生に配慮 裏コンt＝15cm）
14,805,000
L＝6．0m SL＝3．2～4．9m A＝24m2
コンクリートブロック積工（植生に配慮 裏コンt＝20cm）
L＝8．4m SL＝5．8～6．2m A＝50m2
小口止工 N＝3基

当初
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―

上部からの工事施工により仮設工を変更したい。

―

―

当初

2回目

当初

【公表様式】

平成23年 4月28日

平成23年5月9日

公共 河川災害復旧事
工第２２災１０
木曽川水系 比衣川
業（債務） 木曽川水系
４号
可児郡御嵩町比衣１
比衣川

土木一式工事 (株)御嵩重機建設

岐阜県可児郡御嵩町
比衣433

工第Ｈ２２災１ 公共 河川災害復旧事 木曽川水系 唐沢川
０７号
業 木曽川水系 唐沢川 可児郡御嵩町御嵩２

公共 砂防設備災害復
第Ｈ２２災１３２
普通河川 大久後川
旧事業 普通河川 大久
号
可児郡御嵩町大久後
後川

土木一式工事 (株)御嵩重機建設

土木一式工事 (株)天野建設

土木一式工事 (株)本州緑化建設

岐阜県可児郡御嵩町
比衣433

岐阜県可児郡御嵩町
中切960-1

岐阜県可児郡御嵩町
比衣454-1

法長を変更して既設ブロック積への取付を行いたい。

平成22年11月4日～
平成23年5月31日

復旧延長 L＝66．0m（左岸L＝11．0m 右岸L＝55．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮 裏コンなし）
L＝50．8m SL＝3．2～4．2m A＝186m2
コンクリートブロック積工（植生に配慮 裏コンt＝15cm）
16,430,400
L＝6．5m SL＝3．2～5.2m A＝27m2
コンクリートブロック積工（植生に配慮 裏コンt＝20cm）
L＝8．4m SL＝5．8～6．2m A＝49m2
小口止工 N＝3基

増水により浸食された箇所に大型土のうを設置したい。 3回目

平成22年11月4日～
平成22年11月 4日
平成23年6月2日

復旧延長 L＝129．7m（左岸延長 L＝70．9m 右岸延長 L＝
72．8m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） L＝132．5m SL＝
21,168,000
2．0～4．9m A＝445m2
小口止工 N＝14基 すりつけ工（練石積） A＝13m2
根継工 L＝7m H＝2．7m

―

2回目

当初

平成22年11月4日～
平成23年6月2日

復旧延長 L＝129．4m（左岸延長 L＝70．6m 右岸延長 L＝
72．8m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） L＝130．6m SL＝
22,185,450
被災前に設置されていたガードレールの復旧
2．0～4．9m A＝437m2
小口止工 N＝13基 すりつけ工（練石積） A＝13m2
根継工 L＝7m H＝2．7m

1回目

平成22年11月 4日～
平成23年 6月 2日

２２災第７５号 復旧延長 L＝68．0m（右岸L＝68．0m）
ブロック張工（植生に配慮） L＝57．0m SL＝5．8～8．1m
A＝373m2
37,800,000 根継工 L＝9．0m H＝0．7m V＝6m3 小口止工N＝6基
すり付け石積工A＝30m2
２２災第７５－１号 復旧延長 L＝19．2m（左岸L＝19．2m）
根継工 V＝10m3 根固ブロック（W=1．0t）N=253個

―

当初

平成23年5月25日

平成22年11月4日～
平成23年6月2日

２２災第７５号 復旧延長 L＝68．0m（右岸L＝68．0m）
ブロック張工（植生に配慮） L＝57．0m SL＝5．8～8．1m
A＝373m2
35,817,600 根継工 L＝9．0m H＝0．7m V＝6m3 小口止工N＝6基
すり付け石積工A＝30m2
２２災第７５－１号 復旧延長 L＝19．2m（左岸L＝19．2m）
根継工 V＝10m3 根固ブロック（W=1．0t）N=253個

根固ブロック施工時に支障となるため、締切排水管
を不施工としたい。

1回目

平成22年11月 4日

平成22年11月 4日～
平成23年 3月20日

15,330,000

復旧延長 L＝78．1ｍ（左岸L＝30．6m 右岸L＝15．5m）
ブロック積工（植生に配慮） L＝44．3ｍ SL＝1．6～4．5ｍ
A＝178ｍ2
小口止工 N＝６基
護床工（t＝1．0） N＝86個

―

当初

平成23年 5月 6日

平成22年11月 4日～
平成23年 5月31日

14,543,550

復旧延長 L＝78．1ｍ（左岸L＝30．6m 右岸L＝15．5m）
ブロック積工（植生に配慮） L＝44．0ｍ SL＝1．9～4．7ｍ
A＝175ｍ2
小口止工 N＝６基
護床工（t＝1．0） N＝86個

管理道の状態が良好であるため、重機稼動箇所に
のみ式鉄板を設置することとしたい。

平成23年5月12日

平成22年11月4日～
平成23年5月31日

15,253,350

復旧延長 L＝78．1ｍ（左岸L＝30．6m 右岸L＝15．5m）
ブロック積工（植生に配慮） L＝44．0ｍ SL＝1．9～4．7ｍ
A＝175ｍ2
小口止工 N＝６基
護床工（t＝1．0） N＝86個

帯工下流が洗掘されているため、根固工を増工したい。3回目

平成22年11月 4日

平成22年11月4日～
平成23年3月20日

6,342,000

平成23年5月23日

公共 河川災害復旧事
工第Ｈ２２災７
木曽川水系 可児川
業（債務） 木曽川水系
５・７５－１号
可児郡 御嵩町 御嵩
可児川

平成22年11月 4日～
平成23年 5月31日

復旧延長 L＝66．0m（左岸L＝11．0m 右岸L＝55．0m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮 裏コンなし）
L＝50．8m SL＝3．2～4．2m A＝186m2
コンクリートブロック積工（植生に配慮 裏コンt＝15cm）
14,931,000
L＝6．5m SL＝3．2～5.2m A＝27m2
コンクリートブロック積工（植生に配慮 裏コンt＝20cm）
L＝8．4m SL＝5．8～6．2m A＝49m2
小口止工 N＝3基

平成22年11月 4日
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復旧延長 L＝18．6m（右岸L＝18．6m 左岸L＝15．5m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮 裏コンなし）
L＝33．2m SL＝2．7～4．7m A＝128m2
小口止工 N＝3箇所

―

2回目

当初

【公表様式】

平成23年4月26日

木曽川水系 津橋川
工第Ｈ２２災１ 公共 河川災害復旧事
可児郡御嵩町津橋３・
１０・１１１号
業 木曽川水系 津橋川
津橋４

土木一式工事 (株)天野建設

岐阜県可児郡御嵩町
中切960-1

平成22年11月 4日

平成23年4月28日

第Ｈ２２災１０
木曽川水系 津橋川
公共 河川災害復旧事
８・１０９・１１２
可児郡御嵩町津橋１・
業 木曽川水系 津橋川
号
津橋２・美佐野

土木一式工事 (株)御嵩重機建設

岐阜県可児郡御嵩町
比衣433

平成22年11月 4日

平成26年4月26日

第Ｈ２２災９３
号

公共 河川災害復旧事
木曽川水系 大森川
（債務） 木曽川水系 大
可児市大森１
森川

土木一式工事 市原産業(株)

岐阜県可児市川合
2749-9

平成22年11月 4日

平成23年4月20日

平成22年11月4日～
平成23年5月31日

5,781,300

復旧延長 L＝18．6m（右岸L＝18．6m 左岸L＝15．5m）
コンクリートブロック積工（植生に配慮 裏コンなし）
L＝33．2m SL＝2．4～4．4m A＝117m2
小口止工 N＝3箇所

土砂と想定していた箇所に良質な岩が確認されたた
め、土砂基礎を岩着基礎に変更したい。

2回目

―

当初

平成22年11月4日～
平成23年3月20日

２２災第１１０号 復旧延長 L＝48．0m（右岸L＝10．3m 左岸L
＝37．7m）
ブロック積工（植生に配慮） L＝45．6m SL＝2．6～3．7m
A＝148m2
小口止工 N＝8基
19,215,000
２２災第１１１号 復旧延長 L＝35．0m
ブロック積工（植生に配慮） L＝19．5m SL＝3．2m A＝
63m2
小口止工 N＝2基 護床工（t＝1．0）N＝86基 じゃかご
L＝52m

平成22年11月4日～
平成23年5月31日

２２災第１１０号 復旧延長 L＝48．0m（右岸L＝10．3m 左岸L
＝37．7m）
ブロック積工（植生に配慮） L＝45．6m SL＝2．6～3．7m
A＝148m2
当初想定していた位置に岩盤が確認されなかったた
小口止工 N＝8基
め、根入れが確保できるようブロック積の法長を変
18,272,100
２２災第１１１号 復旧延長 L＝35．0m
更したい。
ブロック積工（植生に配慮） L＝19．5m SL＝3．2m A＝
63m2
小口止工 N＝2基 護床工（t＝1．0）N＝86基 じゃかご
L＝52m

2回目

平成22年11月 4日～
平成23年 3月20日

２２災第１０８号 復旧延長 L＝18．3m（右岸L＝18．3m）
ブロック積工（植生に配慮）L＝17．7m SL＝6．2m A＝11m2
小口止工 N＝2基
２２災第１０９号 復旧延長 L＝29．1m（左岸L＝4．5m右岸L＝
24．6m）
ブロック積工（植生に配慮）L＝12．3ｍ SL＝3．4～4．0m
15,298,500
A＝44m2 小口止工N＝4基
すり付け石積工 A＝11m2 護床工（t＝1．0）N＝40基 じゃ
かごL＝22m
２２災第１１２号 復旧延長 L＝9．0m（左岸L＝9．0m）
練石積工L＝6．4mSL＝4．3mA＝27m2 小口止工N＝2基
根固ブロック（0．5t）N＝20基

当初

平成22年11月4日～
平成23年5月31日

２２災第１０８号 復旧延長 L＝18．3m（右岸L＝18．3m）
ブロック積工（植生に配慮）L＝17．7m SL＝5．1m A＝90m2
小口止工 N＝2基
２２災第１０９号 復旧延長 L＝29．1m（左岸L＝4．5m右岸L＝
24．6m）
ブロック積工（植生に配慮）L＝12．3ｍ SL＝3．4～3．6m
土砂と想定していた箇所に良質な岩が確認されたた
14,322,000
A＝44m2 小口止工N＝4基
め、土砂基礎を岩着基礎に変更したい。
すり付け石積工 A＝6m2 護床工（t＝1．0）N＝40基 じゃか
ごL＝22m
２２災第１１２号 復旧延長 L＝9．0m（左岸L＝9．0m）
練石積工L＝6．3mSL＝4．3mA＝27m2 小口止工N＝2基
根固ブロック（0．5t）N＝20基

2回目

平成22年11月 4日～
平成23年 5月 4日

復旧延長 Ｌ＝１４３．３ｍ（右岸延長 Ｌ＝１４３．３ｍ）
コンクリートブロック張工 （植生に配慮）
L＝１４２．４ｍ ＳＬ＝５．３～７．７ｍ Ａ＝８４６ｍ２
30,712,500 小口止工 Ｎ＝３基
練石積工 Ｌ＝６．０ｍ ＳＬ＝５．５～５．６ｍ Ａ＝３３ｍ２
仮設道路工 Ｌ＝３７ｍ
仮締切工 Ｎ＝１式

―

当初

平成22年11月 4日～
平成23年 5月 4日

復旧延長 L＝143．3m（右岸延長 L＝143．3m）
コンクリートブロック張工 （植生に配慮）
L＝142．4m SL＝5．3～7．7m A＝847m3
30,358,650 小口止工 N＝3基
練石積工 L＝6．0m SL＝5．5～5．6m A＝33m2
仮設道路工 L＝37m
仮締切工 N＝1式

既設護岸の根入れが想定より大きかったため、コン
クリート取壊し量を変更したい。

2回目
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―

【公表様式】

公共 砂防設備災害復 普通河川 辛沢川 加
第Ｈ２２災１３１
旧事業（債務） 普通河 茂郡八百津町伊岐津 土木一式工事 北川工務(株)
号
川 辛沢川
志

岐阜県美濃加茂市西
町5-71

平成22年11月 4日～
平成22年11月 4日
平成23年 6月 2日

平成23年5月16日

公共 道路災害復旧事
第２２災３１号 業（債務） 多治見白川
線

主要地方道 多治見白
川線 加茂郡八百津
町八百津

とび・土工・コ
丸ス産業（株）
ンクリート工事

岐阜県加茂郡白川町
三川
１２７０番地

平成22年11月 4日～
平成23年 6月 2日

平成22年11月19日
平成22年11月12日 ～ 平成23年 6月 6
日

平成22年11月19日
平成23年 3月 1日 ～ 平成23年 6月 6
日

平成23年4月25日

公共 道路災害復旧事
第Ｈ２２災１５５
業（債務） 篠原八百津
号
線

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
南戸

岐阜県加茂郡八百津
町八百津岐阜県加茂
郡八百津町
３３２１番地の１２

平成22年11月19日
～ 平成23年 6月 6
日

平成22年12月28日
平成22年12月28日 ～ 平成23年 7月15
日

平成22年12月28日
平成23年 3月18日 ～ 平成23年 7月15
日
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復旧延長 Ｌ＝３３３．０ｍ（左岸Ｌ＝４１．１ｍ 右岸Ｌ＝４９．５
ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） Ｌ＝９０．６ｍ ＳＬ＝
20,107,500
２．０～５．０ｍ Ａ＝３３２ｍ２
帯工 Ｎ＝５箇所 護床工（ｔ＝０．５）Ｎ＝１６５個
大型土嚢設置・撤去工 Ｎ＝１６個
復旧延長 Ｌ＝３３３．０ｍ（左岸Ｌ＝４１．１ｍ 右岸Ｌ＝４９．５
ｍ）
コンクリートブロック積工（植生に配慮） Ｌ＝９０．６ｍ ＳＬ＝
21,264,600
２．０～５．０ｍ Ａ＝３３２ｍ２
帯工 Ｎ＝５箇所 護床工（ｔ＝０．５）Ｎ＝１６５個
大型土嚢設置・撤去工 Ｎ＝１６個
復旧延長 Ｌ＝２５．０ｍ Ｗ＝６．０（９．０）ｍ
掘削・崩土除去工 Ｖ＝１，５９０m3
現場吹付法枠工 Ａ＝８６０m2 植生基材吹付工（ｔ＝３．０
cm） Ａ＝２９０m2
38,010,000 落石防護柵撤去工 Ｌ＝２５．０ｍ
仮設防護柵設置工 Ｌ＝１８．５ｍ 仮設防護柵撤去工 Ｌ＝
３５．０ｍ
大型土のう撤去工 Ｎ＝１２個

復旧延長 Ｌ＝２５．０ｍ Ｗ＝６．０（９．０）ｍ
掘削・崩土除去工 Ｖ＝１，５９０m3
現場吹付法枠工 Ａ＝８６０m2 植生基材吹付工（ｔ＝３．０
cm） Ａ＝２９０m2
31,577,700 落石防護柵撤去工 Ｌ＝２４．０ｍ
仮設防護柵設置工 Ｌ＝０ｍ 仮設防護柵撤去工 Ｌ＝１６．５
ｍ
大型土のう撤去工 Ｎ＝１２個

―

周辺道路が狭小であるため、資材等の小運搬を計
上したい。

－

関係機関との協議の結果、一定期間内であれば全
面通行止めが可能であるため、仮設防護柵の設置
作業を不施工とする。
また、残土処分場について、当初予定していた所よ
り近くで処分地がみつかったため、残土処分の運搬
距離および処分費を減工する。

復旧延長 Ｌ＝２５．０ｍ Ｗ＝６．０（９．０）ｍ
掘削・崩土除去工 Ｖ＝１，５９０m3
現場吹付法枠工 Ａ＝８７０m2 植生基材吹付工（ｔ＝３．０
cm） Ａ＝４７０m2
現場吹法枠工と植生基材吹付の面積を現地地形に
33,487,650 落石防護柵撤去工 Ｌ＝２４．０ｍ
合わせ変更したい。
仮設防護柵設置工 Ｌ＝０ｍ 仮設防護柵撤去工 Ｌ＝１６．５
ｍ
大型土のう撤去工 Ｎ＝１２個

155号（南戸６）復旧延長 Ｌ＝４４．９ｍ Ｗ＝５．０（６．０）ｍ
（路側工）路側フ゛ロック積工 L＝5．9m SL＝3．9～4．7ｍ A＝
25m2 小口止工 N＝4基
路側フ゛ロック積工（植生に配慮）L＝13．4m SL＝5．8
～6．7m A＝81m2
練石積工 A＝4m2 取付石積工 A＝20m2 舗装復旧
11,655,000
工 A＝50m2
カ゛－ト゛レ－ル撤去・設置 L＝25．5m 重力式擁壁工
L＝4．5m H＝1．5m V＝5m3
（谷止工）谷止工N＝１基（L＝9．6mH＝3mV＝48m3）
受口工 N＝1基 フトンカコ゛工 L＝6m Ｕ型側溝
（B700）L＝9．1m

－

155号（南戸６）復旧延長 Ｌ＝４４．９ｍ Ｗ＝５．０（６．０）ｍ
（路側工）路側フ゛ロック積工 L＝5．9m SL＝3．9～4．7ｍ A＝
25m2 小口止工 N＝4基
路側フ゛ロック積工（植生に配慮）L＝13．4m SL＝5．8
～6．7m A＝81m2
練石積工 A＝4m2 取付石積工 A＝20m2 舗装復旧 残土処分場の変更。近接合併による諸経費の調
11,021,850
工 A＝50m2
整。
カ゛－ト゛レ－ル撤去・設置 L＝25．5m 重力式擁壁工
L＝4．5m H＝1．5m V＝5m3
（谷止工）谷止工N＝１基（L＝9．6mH＝3mV＝48m3）
受口工 N＝1基 フトンカコ゛工 L＝6m Ｕ型側溝
（B700）L＝9．1m

当初

2回目

（当初）

１回目

２回目

（当初）

１回目

【公表様式】

平成23年 6月3日

公共 社会資本整備総
陰地 加茂郡東白川
第８－Ｋ－３号 合交付金（急傾斜地崩
村越原
壊対策）

とび・土工・コ イビデングリーンテック 岐阜県大垣市河間町
ンクリート工事 （株）
３ー５５

平成22年12月28日
～ 平成23年 7月15
日

平成22年12月27日
平成22年12月27日 ～ 平成23年 3月18
日

平成22年12月27日
平成23年 3月18日 ～ 平成23年 6月10
日

平成23年 6月6日

第２２災７４号

公共 河川災害復旧事
業【債務】 可児川

木曽川水系 可児川
可児市広見

土木一式工事

ジェイアール東海建設
（株）

愛知県名古屋市中村
区
１丁目１５番７号

平成22年12月27日
平成22年12月27日 ～ 平成23年 6月30
日

平成23年 6月1日

公共 社会資本整備総
陰地 加茂郡東白川
第８－Ｋ－２号 合交付金（急傾斜地崩
村越原
壊対策）

土木一式工事 （株）立保土木

岐阜県加茂郡東白川
村越原
１３５１番地

平成22年12月27日
～ 平成23年 6月10
日

平成22年12月27日
～ 平成23年 6月30
日

平成22年12月27日
平成22年12月27日 ～ 平成23年 3月18
日

平成22年12月27日
平成23年 3月18日 ～ 平成23年 9月30
日

平成24年2月15日

平成22年12月27日
～ 平成24年 3月5日
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155号（南戸６）復旧延長 Ｌ＝４４．９ｍ Ｗ＝５．０（６．０）ｍ
（路側工）路側フ゛ロック積工 L＝5．9m SL＝3．9～4．7ｍ A＝
25m2 小口止工 N＝4基
路側フ゛ロック積工（植生に配慮）L＝13．4m SL＝5．8
～6．7m A＝84m2
練石積工 A＝4m2 取付石積工 A＝19m2 舗装復旧
岩盤による蛇篭工の不設置。岩着基礎から土砂基
11,011,350
工 A＝50m2
礎へ変更。近接合併処理。
カ゛－ト゛レ－ル撤去・設置 L＝25．5m 重力式擁壁工
L＝4．5m H＝1．5m V＝5m3
（谷止工）谷止工N＝１基（L＝9．6mH＝3mV＝48m3）
受口工 N＝1基 フトンカコ゛工 L＝6m Ｕ型側溝
（B700）L＝9．1m

施工延長 Ｌ＝９４．１ｍ
法面工
23,310,000
補強土植生法枠工（ＧＴ２０００×２０００） Ａ＝３９８ｍ２
吹付コンクリート工（ｔ＝１５０） Ａ＝１，４６３ｍ２
施工延長Ｌ＝94．1ｍ
法面工
補強土植生法枠工（GT 2000×2000）A＝943ｍ2
25,639,950
吹付コンクリート工（t＝150）A＝918ｍ2

23,896,950

施工延長Ｌ＝94．1ｍ
法面工
補強土植生法枠工（GT 2000×2000）A＝764ｍ2
吹付コンクリート工（t＝150）A＝1,047ｍ2

復旧延長Ｌ＝２４．２ｍ（左岸延長Ｌ＝２４．２ｍ）
コンクリートブロック張工（植生に配慮）
Ｌ＝２３．２ｍ ＳＬ＝１．７～６．５ｍ Ａ＝１４８ｍ２
19,740,000 平張ブロック工 Ａ＝１３４ｍ２
小口止工 Ｎ＝２基
根固めブロック工（２ｔ） Ｎ＝４１個

復旧延長Ｌ＝２４．２ｍ（左岸延長Ｌ＝２４．２ｍ）
コンクリートブロック張工（植生に配慮）
Ｌ＝２３．２ｍ ＳＬ＝１．７～６．５ｍ Ａ＝１４８ｍ２
19,914,300 平張ブロック工 Ａ＝１２３ｍ２
小口止工 Ｎ＝２基
根固めブロック工（２ｔ） Ｎ＝４１個

38,325,000

施工延長Ｌ＝１６３．８ｍ
擁壁工
重力式擁壁工 Ｌ＝６４．５ｍ Ｈ＝３．０～４．０ｍ
もたれ式擁壁工 Ｌ＝２６．５ｍ Ｈ＝５．０～８．０ｍ

施工延長Ｌ＝91．0ｍ
擁壁工
重力式擁壁工 L＝64．5ｍ H＝3．0～4．0ｍ
もたれ式擁壁工 L＝26．5ｍ H＝5．0～8．0ｍ
44,009,700
法面工 吹付法枠（F300×300 2000×2000） A＝129ｍ2
排水工 側溝工 L＝125ｍ

施工延長Ｌ＝91．0ｍ
擁壁工
重力式擁壁工 L＝64．5ｍ H＝3．0～4．0ｍ
もたれ式擁壁工 L＝26．5ｍ H＝5．0～8．0ｍ
45,752,700
法面工 吹付法枠（F300×300 2000×2000） A＝120ｍ2
排水工 側溝工 L＝125ｍ

２回目

－

（当初）

岩盤面が想定以上に風化していることが懸念される
ため該当範囲を補強土植生法枠工に変更及び工期
延長

１回目

表土除去後の現地盤の状況を踏まえ、法面工の施
工範囲を変更することとしたい。

２回目

-

（当初）

川裏通路の幅の確保のため、平張ブロック張工の
法勾配、面積を変更したい。

-

２回目

（当初）

法面の安定を図るため現場打吹付法枠工を施工、
近接工事との諸経費合併、工期延長等

１回目

法面工の変更、工期延長

５回目

【公表様式】
公共 広域基幹河川改
木曽川水系 可児川
第７－１－１号 修（災害対策等緊急事
可児市広見
業）

土木一式工事 市原産業（株）

岐阜県可児市川合
２７４９ー９

平成22年12月27日
平成22年12月27日 ～ 平成23年 3月18
日

46,830,000

施工延長 Ｌ＝５９０ｍ
土工 土砂掘削Ｖ＝９，８００ｍ３

平成22年12月27日
平成23年 3月18日 ～ 平成23年 5月31
日

56,454,300

施工延長 Ｌ＝５５０ｍ
土工 土砂掘削 Ｖ＝７，１００ｍ３

平成22年12月27日
平成24年2月27日 ～ 平成24年 3月11
日

第３－Ｋ－１号

公共 災害関連緊急砂
防事業 菖蒲東谷

木曽川水系 菖蒲東谷
可児郡 御嵩町 中

土木一式工事 （株）天野建設

岐阜県可児郡御嵩町
中切
９６０番地の１

平成23年 1月17日
平成23年 1月17日 ～ 平成23年 3月18
日

平成23年 1月17日
平成23年 3月18日 ～ 平成23年 9月20
日

平成23年 1月17日
平成23年 9月 9日 ～ 平成23年11月20
日

平成23年 1月17日
平成23年11月14日 ～ 平成23年11月20
日

第緊砂２－Ｋ
－１号

公共 災害関連緊急砂
防事業 横ヶ洞川

横ヶ洞川 加茂郡 八
土木一式工事 （株）土谷組
百津町 八百津

岐阜県加茂郡八百津
町八百津岐阜県加茂
郡八百津町
３３２１番地の１２

平成23年 1月17日
平成23年 1月17日 ～ 平成23年 3月18
日

平成23年 1月17日
平成23年 3月18日 ～ 平成23年12月10
日
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施工延長 Ｌ＝５４４ｍ（土砂掘削）
土工 土砂掘削 Ｖ＝７５００ｍ３
施工延長 Ｌ＝１３７ｍ（築堤盛土）
58,850,400
土工 築堤盛土 Ｖ＝５７０ｍ３
舗装工
Ａ＝４８３ｍ２

砂防堰堤工 Ｎ＝１式
本堤工 Ｌ＝６５．５ｍ Ｈ＝８．０ｍ Ｖ＝１，７３７ｍ３
Ｎ＝１式
垂直壁工 Ｎ＝１式
78,330,000
側壁工
Ｎ＝１式
水叩工
Ｎ＝１式
導流護岸工 Ｎ＝１式

砂防堰堤工 Ｎ＝１式
本堤工 Ｌ＝６５．５ｍ Ｈ＝８．０ｍ Ｖ＝１，７３７ｍ３
Ｎ＝１式
垂直壁工 Ｎ＝１式
83,657,700
側壁工
Ｎ＝１式
水叩工
Ｎ＝１式
導流護岸工 Ｎ＝１式

砂防堰堤工 Ｎ＝１式
本堤工 Ｌ＝６５．５ｍ Ｈ＝８．０ｍ Ｖ＝１，７３７ｍ３
Ｎ＝１式
垂直壁工 Ｎ＝１式
81,103,050 側壁工
Ｎ＝１式
水叩工
Ｎ＝１式
導流護岸工 Ｎ＝１式
管理道路工 Ｎ＝１式

砂防堰堤工 Ｎ＝１式
本堤工 Ｌ＝６５．５ｍ Ｈ＝８．０ｍ Ｖ＝１，７３７ｍ３
Ｎ＝１式
垂直壁工 Ｎ＝１式
80,291,400 側壁工
Ｎ＝１式
水叩工
Ｎ＝１式
導流護岸工 Ｎ＝１式
管理道路工 Ｎ＝１式

堰堤工
本堤工
Ｈ＝７．５ｍ Ｌ＝７７．５ｍ Ｖ＝１７１６ｍ3
鋼製Ｔ型スリット
81,060,000
Ｈ＝５．０ｍ Ｗ＝１８．４ｔ
導流護岸工
ブロック積工 Ｌ＝５１．９ｍ Ａ＝１９１ｍ2

堰堤工
本堤工
Ｈ＝７．５ｍ Ｌ＝７７．５ｍ Ｖ＝１７１６ｍ3
鋼製Ｔ型スリット
90,211,800
Ｈ＝５．０ｍ Ｗ＝１８．３ｔ
導流護岸工
ブロック積工 Ｌ＝５１．９ｍ Ａ＝１９１ｍ2

-

（当初）

土砂の受け入れ先の変更、工期延長

１回目

張芝工の増工、排水処理のためのＢＦの増工、工期
の延伸

６回目

-

（当初）

測量及び地質確認を行った結果、仮設モルタル吹
付けを増工する

１回目

本堤工早期完成のため、全断面を同時施工する工
程に変更するとともに、工事用の進入路を設置する
こととしたい。

２回目

管理道のブロック積工等、地山の状況にあわせて変
更したい。

３回目

-

（当初）

残土処理地の変更、立木処理数量の変更、工期延
長等

１回目

【公表様式】

平成23年 1月17日
平成23年12月20日 ～ 平成24年1月10
日

第１－Ｋ－１号

公共 災害関連緊急砂
防事業 野上

野上 加茂郡八百津
町野上

土木一式工事 （株）栗山組

岐阜県加茂郡坂祝町
酒倉
２００８番地

平成23年 1月17日
平成23年 1月17日 ～ 平成23年 3月18
日

平成23年 1月17日
平成23年 3月18日 ～ 平成24年 3月10
日

平成23年 1月17日
平成24年 2月28日 ～ 平成24年 3月10
日

第２２災７２－ 公共 河川災害関連事
１－１号
業 可児川

木曽川水系 可児川
可児市 土田

土木一式工事 （株）中濃

岐阜県可児市坂戸
７９－２

平成23年 1月24日
平成23年 1月24日 ～ 平成23年 3月18
日

平成23年 1月24日
平成23年 3月18日 ～ 平成23年 6月30
日

平成23年 1月24日
平成23年12月26日 ～ 平成23年12月28
日

第２２災７２－ 公共 河川災害関連事
１－２号
業（債務） 可児川

木曽川水系 可児川
可児市 土田

土木一式工事 小池土木（株）

岐阜県可児市広見
５丁目７７番地

堰堤工
本堤工
Ｈ＝７．５ｍ Ｌ＝７７．５ｍ Ｖ＝１７１６ｍ3
鋼製Ｔ型スリット
89,678,400
Ｈ＝５．０ｍ Ｗ＝１８．３ｔ
導流護岸工
ブロック積工 Ｌ＝５１．９ｍ Ａ＝１９１ｍ2

堰堤工
本堤工 Ｈ＝１２．０ｍ Ｌ＝８０．０ｍ Ｖ＝４４２１ｍ3
副堤工 Ｈ＝５．０ｍ Ｌ＝２２．２ｍ Ｖ＝３０４ｍ3
垂直壁 Ｈ＝２．５ｍ Ｌ＝１０．８ｍ Ｖ＝３３ｍ3
175,140,000
護岸工 Ｌ＝２６．１ｍ Ａ＝２７７ｍ2
水叩工 Ｖ＝２１８ｍ3
かごマット工 Ａ＝１３０ｍ2

堰堤工
本堤工 Ｈ＝１２．０ｍ Ｌ＝８０．０ｍ Ｖ＝４１００ｍ3
副堤工 Ｈ＝５．０ｍ Ｌ＝２２．２ｍ Ｖ＝３０４ｍ3
垂直壁 Ｈ＝２．５ｍ Ｌ＝１０．８ｍ Ｖ＝３３ｍ3
199,500,000
護岸工 Ｌ＝３５．２ｍ Ａ＝２６２ｍ2
水叩工 Ｖ＝２０４ｍ3
かごマット工 Ａ＝１３０ｍ2

堰堤工
本堤工 Ｈ＝１２．０ｍ Ｌ＝８０．０ｍ Ｖ＝４１００ｍ3
副堤工 Ｈ＝５．０ｍ Ｌ＝２２．２ｍ Ｖ＝３０４ｍ3
垂直壁 Ｈ＝２．５ｍ Ｌ＝１０．８ｍ Ｖ＝３３ｍ3
203,925,750
護岸工 Ｌ＝３５．２ｍ Ａ＝２６１ｍ2
水叩工 Ｖ＝２０２ｍ3
かごマット工 Ａ＝１２０ｍ2

施工延長 Ｌ＝５４９．７ｍ（左岸５４９．５ｍ，右岸２７０．３ｍ）
コンクリートブロック張工 Ｌ＝１５ｍ Ａ＝２０ｍ２
練石積工 Ｌ＝１３７ｍ Ａ＝６０３ｍ２
59,010,000
練石張工 Ｌ＝２４９ｍ Ａ＝９３４ｍ２
張芝 Ａ＝１，７００ｍ２
施工延長 Ｌ＝５４９．７ｍ（左岸５４９．５ｍ，右岸２７０．３ｍ）
コンクリートブロック張工 Ｌ＝１５ｍ Ａ＝２０ｍ２
練石積工 Ｌ＝１３７ｍ Ａ＝６１３ｍ２
62,413,050
練石張工 Ｌ＝２４９ｍ Ａ＝１０３４ｍ２
張芝 Ａ＝１，７００ｍ２
施工延長 Ｌ＝５０４．５ｍ（左岸５０４．５ｍ，右岸２６９．９ｍ）
コンクリートブロック張工 Ｌ＝１５ｍ Ａ＝２０ｍ２
練石積工 Ｌ＝１３７ｍ Ａ＝６０７ｍ２
58,004,100
練石張工 Ｌ＝２０８ｍ Ａ＝９１０ｍ２
張芝 Ａ＝１，７１０ｍ２

平成23年 1月24日
平成23年 1月24日 ～ 平成23年 6月30
日

209,580,000

平成23年 1月24日
平成23年10月14日 ～ 平成23年12月28
日

206,592,750

平成23年 1月24日
平成23年12月22日 ～ 平成23年12月28
日

202,557,600
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施工延長 Ｌ＝５００ｍ
土砂掘削 Ｖ＝１０，３００ｍ３
岩掘削 Ｖ＝３８，７００ｍ３
施工延長 Ｌ＝610ｍ
土砂掘削 Ｖ＝14，100m3
岩掘削 Ｖ＝36，800m3
施工延長 Ｌ＝６１０ｍ
土砂掘削 Ｖ＝１４，１００ｍ３
岩掘削 Ｖ＝３６，８００ｍ３

立木処理数量の変更、諸経費の合算、残土運搬距
離の変更等

３回目

-

（当初）

精査した結果による補強土壁工の数量変更、交通
誘導員配置、工期延長等

１回目

本提施工の安全確保のため仮設モルタル吹付工を
施工したい。

２回目

-

（当初）

現地調査の結果、発生土受け入れ先の調整に不測
の日数を要したことによる工期延長

１回目

関係機関協議の結果、協議に時間を要し当面施工
できないため、一部区間を不施工としたい。

４回目

-

（当初）

他事業との調整により運搬距離を変更したい

３回目

他事業との調整により運搬距離を変更したい

４回目

【公表様式】

工第７－１－２ 公共 広域基幹河川改 木曽川水系 可児川
号
修（災害対策等緊急） 可児市 下恵土

県単 河川局部改良
工第７－１－３
（異常出水対応事業）
９－１－１号
工事

県単 河川局部改良
工第７－１－４
（異常出水対応事業）
８－１－１号
工事

公共 急傾斜地崩壊防
工第Ｈ２２災１
止施設災害復旧事業
３３号
（債務）

土木一式工事 横山工業（株）

木曽川水系 可児川、
久々利川 可児市 広 土木一式工事 （株）大竹工務店
見 他 地内

木曽川水系 可児川
可児市 広見 他 地内

土木一式工事 （株）山岡興業

古屋敷 可児郡 御嵩
土木一式工事 丸ス産業（株）
町 古屋敷

公共 社会資本整備総
工第７－１－Ｋ
初屋谷
合交付金事業（通常砂
－２号
町 黒川
防）

加茂郡 白川

ほ装工事

（株）安江土建

岐阜県可児市大森
1530-2

岐阜県可児市今渡
301-12

岐阜県可児市土田
5036

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23年1月24日

平成23年1月24日～
平成23年3月18日

87,990,000

施工延長 L=９００ｍ
土工 土砂掘削 Ｖ＝ ４，９３０ｍ３
岩掘削
Ｖ＝１０，３９０ｍ３

平成23年3月18日

平成23年 1月24日～
平成23年 5月31日

97,971,300

施工延長 L=１，０２０ｍ
土工 土砂掘削 Ｖ＝ ８，０００ｍ３
岩掘削
Ｖ＝９，３００ｍ３

土砂の受け入れ先の変更、工期延長等

1回目

平成23年6月15日

平成23年 1月24日～
平成23年 9月30日

97,532,400

施工延長 L=１，０２０ｍ
土工 土砂掘削 Ｖ＝７，３００ｍ３
岩掘削
Ｖ＝８，９００ｍ３

塵芥処理数量の変更、発生土運搬工について、他
工事との工程調整を行った結果による工期延長

3回目

平成24年2月20日

平成23年1月24日～
平成24年2月28日

97,314,000

施工延長 L=１，２４７．８ｍ
土工 土砂掘削 Ｖ＝８，３００ｍ３
岩掘削
Ｖ＝１２，６６０ｍ３

土砂搬出業務の不施工、堆積土砂の緊急掘削

6回目

平成23年1月24日

平成23年 1月24日～
平成23年 3月18日

63,819,000

施行工事延長 Ｌ＝１３５０ｍ（可児川Ｌ＝６００ｍ、久々利川Ｌ＝
７５０ｍ）
護岸工 平張ブロック工 Ａ＝５７１０ｍ２（可児川Ａ＝２７６５ｍ
２、久々利川Ａ＝２９４５ｍ２）

平成23年3月18日

平成23年 1月24日～
平成23年 5月31日

63,837,900

施行工事延長 Ｌ＝１５３５ｍ（可児川Ｌ＝７８５ｍ、久々利川Ｌ＝
起工測量の結果、護岸工の施工延長を変更する。
７５０ｍ）
また、発生土の受入協議に不測の日数を要したた
護岸工 平張工 Ａ＝４８６２ｍ２（可児川Ａ＝３３８２ｍ２、久々
め、工期を延長する。
利川Ａ＝１４８０ｍ２）

1回目

平成23年5月31日

平成23年1月24日～
平成23年6月15日

64,276,800

施行工事延長 Ｌ＝１５３５ｍ（可児川Ｌ＝７８５ｍ、久々利川Ｌ＝
７５０ｍ）
現場状況を詳細検討した結果、平張ブロック等の数
護岸工 平張工 Ａ＝３６９７ｍ２（可児川Ａ＝２２７８ｍ２、久々 量を変更したい。
利川Ａ＝１４１９ｍ２）

3回目

平成23年1月24日

平成23年1月24日～
平成23年3月18日

施行延長 Ｌ＝１０５０ｍ
50,190,000 護岸工 平張ブロック工 Ａ＝３３７０ｍ２
かごマット工 Ａ＝ ７１０ｍ２

―

当初

平成23年3月18日

平成23年 1月24日～
平成23年 5月31日

施行延長 Ｌ＝１０５０ｍ
50,207,850 護岸工 平張ブロック工 Ａ＝２５４１ｍ２
かごマット工 Ａ＝ ７１０ｍ２

起工測量の結果、護岸工について施工面積の変更
する。また、発生土の受け入れ先の調整に不測の
日数を要したため、工期を延期する。

2回目

平成23年6月10日

平成23年1月24日～
平成23年6月30日

施行延長 Ｌ＝ ９８４ｍ
48,871,200 護岸工 平張ブロック工 Ａ＝２３０２ｍ２
かごマット工 Ａ＝ ６８５ｍ２

平張ブロック等、現地状況の再精査した結果を踏ま
え、施工量を変更したい。

4回目

平成23年1月31日

平成23年 1月31日～
平成23年 6月20日

15,225,000

法面工
現場吹付法枠工（300×2000×2000） Ａ＝４５５ｍ２

―

当初

平成23年5月18日

平成23年1月31日～
平成26年6月20日

15,169,350

法面工
現場吹付法枠工（300×2000×2000） Ａ＝４４１ｍ２

岐阜県加茂郡川辺町
上川辺1643

―

立木の伐採処理において、実数に合わせて数量を
変更したい。

当初

当初

2回目

平成23年1月31日～
平成23年1月31日
平成23年3月18日

舗装補修工
9,450,000
アスファルト舗装工（厚４ｃｍ） Ａ＝４，２３０ｍ２

―

当初

平成23年 1月31日～
平成23年 8月31日

舗装補修工
アスファルト舗装工（厚４ｃｍ） Ａ＝１，６５０ｍ２
9,212,700
管理道路工
L=１６６ｍ Ｗ＝４．０ｍ

地元調整の結果。管理道を施工したい。そのことに
伴い、工期を延伸したい。

1回目

―

当初

平成23年5月16日

公共 地域活力基盤創
工第２－Ｂ２－
木曽川水系 飯田川
造交付金事業費（河川
土木一式工事 佐伯綜合建設（株）
Ｋ－１号
加茂郡 川辺町 下飯田
改修）【翌債】

―

平成23年 2月 7日

平成23年 3月18日

平成23年 2月 7日～
平成23年 8月15日

施工延長Ｌ＝８０．０ｍ
護岸工 土工 Ｎ＝１式
石積工（右岸）Ｌ＝２７．０ｍ Ａ＝９７ｍ２ （左岸）Ｌ＝７０．９
ｍ Ａ＝２５４ｍ２
撤去工 １式 樋管工 １式
58,506,000
橋梁工 Ｌ＝１８．５ｍ Ｗ＝４．０（５．５）ｍ
橋梁上部工 Ｎ＝１式
橋梁下部工 橋台（逆Ｔ式橋台） Ｎ＝２基 杭基礎 Ｎ＝
１式

平成23年 2月 7日～
平成23年 8月15日

施工延長Ｌ＝８０．０ｍ
護岸工 土工 Ｎ＝１式
石積工（右岸）Ｌ＝２７．０ｍ Ａ＝９７ｍ２ （左岸）Ｌ＝７０．１
ｍ Ａ＝２５１ｍ２
撤去工 １式 樋管工 １式
62,170,500
松葉橋下部工の基礎杭工法の変更等
橋梁工 Ｌ＝１８．５ｍ Ｗ＝４．０（５．５）ｍ
橋梁上部工 Ｎ＝１式
橋梁下部工 橋台（逆Ｔ式橋台） Ｎ＝２基 杭基礎 Ｎ＝
１式
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1回目

【公表様式】

工第緊砂２－ 公共 災害関連緊急砂 横ヶ洞川 加茂郡 八
土木一式工事 （株）土谷組
Ｋ－２号
防事業
百津町 八百津

委第砂調－４
県単 砂防調査
号

加茂郡八百津町 管内

土木関係の建
設コンサルタ （株）テイコク
ント業務

岐阜県加茂郡八百津
町八百津3321-12

岐阜県岐阜市青柳町
2-10

施工延長Ｌ＝８０．０ｍ
護岸工 土工 Ｎ＝１式
石積工（右岸）Ｌ＝２７．０ｍ Ａ＝９７ｍ２ （左岸）Ｌ＝７０．１
ｍ Ａ＝２５１ｍ２
撤去工 １式 樋管工 １式
63,325,500
軟弱地盤のため、現場流用土を購入土に変更
橋梁工 Ｌ＝１８．５ｍ Ｗ＝４．０（５．５）ｍ
橋梁上部工 Ｎ＝１式
橋梁下部工 橋台（逆Ｔ式橋台） Ｎ＝２基 杭基礎 Ｎ＝
１式

平成24年2月20日

平成23年2月7日～
平成24年2月29日

平成23年 2月21日

平成23年 2月21日～
平成23年 3月18日

18,795,000

平成24年1月20日

平成23年2月21日～
平成24年1月31日

19,328,400

平成22年11月25日

平成22年11月25日～
平成23年 3月18日

平成23年1月28日

平成22年11月25日～
平成23年 3月18日

48,958,350

急傾斜地基礎調査業務
急傾斜地危険箇所 Ｎ＝１４７箇所
砂防基礎調査
土石流危険個所 Ｎ＝５６箇所

八百津町において土石流危険渓流に追加するべき
箇所を３箇所、追加する。

1回目

平成24年1月20日

平成22年11月25日～
平成24年1月31日

49,990,500

急傾斜地基礎調査業務
急傾斜地危険箇所 Ｎ＝１４１箇所
砂防基礎調査
土石流危険個所 Ｎ＝５７箇所

不足しているＤＭデータ作成面積の増工、現地調査
の結果、調査対象箇所の変更

4回目
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施工延長 Ｌ＝９３．０ｍ
護岸工（左岸）Ｌ＝３２．０ｍ ＳＬ＝３．４ｍ Ａ＝１０７ｍ2
（右岸）Ｌ＝９２．４ｍ ＳＬ＝３．４～５．０ｍ Ａ＝３９３ｍ2

―

施工延長 Ｌ＝９３．０ｍ
諸経費の近接合算、２３年９月豪雨被害に伴う護岸
護岸工（左岸）Ｌ＝３９．５ｍ ＳＬ＝３．４ｍ Ａ＝１２７ｍ2
（右岸）Ｌ＝１１３．３ｍ ＳＬ＝２．５～５．０ｍ Ａ＝４６５ｍ 工の延伸
2
急傾斜地基礎調査業務
急傾斜地危険箇所 Ｎ＝１４７箇所
47,145,000
―
砂防基礎調査
土石流危険個所 Ｎ＝５３箇所

4回目

当初

3回目

当初

