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）

県営特定農業用管水
可特工第２８０２ 路等特別対策事業 木 加茂郡川辺町福島地
号
曽川右岸用水川辺地 内
区 第３号管水路工事

県単治山事業 白川町 加茂郡白川町（和泉字
可治委第２８０７
（西和泉・東小倉）地区 西和泉・赤河字東小
号
測量設計業務
倉）地内

可治工第２８１２ 県単治山事業 段ノ上 加茂郡東白川村五加
号
２工事
字段ノ上地内

土木一式工事 （株）丸高興業

可児郡御嵩町（御嵩字
板良洞・古屋敷字大王
寺）地内

発注機関：可茂農林事務所
施工（履行）期間

契約金額（円）

工事（業務）概要

土木一式工事 （株）本州緑化建設

－

当初

平成29年5月8日

平成28年12月21日～
平成29年5月26日

福島工区Ａ路線
土工 1式 撤去工 L=185m 管体工 L=285m
付帯工 1式 仮設工 1式 復旧工 1式
41,698,800
福島工区Ｂ路線
土工 1式 撤去工 L=344m 管体工 L=344m
付帯工 1式 仮設工 1式 復旧工 1式

平成28年12月26日

平成28年12月26日～
平成29年3月24日

4,082,400

平成28年5月10日

平成28年12月26日～
平成29年6月20日

測量業務
渓間工 １式 山腹工 １式
4,381,560
設計業務
渓間工 １式 山腹工 ２式

平成29年1月20日

平成29年1月20日～
平成29年3月24日

24,624,000

渓間工 A=0.04ha
既設NO.1谷止工増厚（コンクリート） L=31.0m H=7.0m
V=270.7m3

平成29年5月11日

平成29年1月20日～
平成29年8月10日

25,213,680

渓間工 A=0.04ha
既設NO.1谷止工増厚（コンクリート） L=31.0m H=7.0m
V=270.7m3

残土を現場外へ搬出することによる増
水平打継目を不施行とすることによる減

2回目

平成29年7月25日

平成29年1月20日～
平成29年9月20日

25,948,080

渓間工 A=0.04ha
既設NO.1谷止工増厚（コンクリート） L=31.0m H=7.0m
V=270.7m3

現場状況から搬出残土数量を増することが必要に
なったことに伴う増
現場状況を精査した結果、跡地緑化面積の増、及
び工種の追加に伴う増

3回目

平成28年12月27日～
平成29年3月24日

山腹工
【板良洞】
1工区 伏工（植生基材マット）A=279.0m2 水路工（木製）N=2基
2工区 伏工（植生基材マット）A=737.0m2
19,980,000
伏工（植生マット）A=953.0m2 筋工（丸太）L=226m
3工区 伏工（植生マット）A=186.0m2
【天王寺】
伏工（植生マット）A=448.0m2 筋工（丸太）L=22m

-

当初

平成28年12月27日～
平成29年5月22日

山腹工
【板良洞】
1工区 伏工（植生基材マット）A=283.3m2 水路工（木製）N=2基
2工区 伏工（植生基材マット）A=755.0m2
21,250,080
伏工（植生マット）A=931.8m2 筋工（丸太）L=211m
3工区 伏工（植生マット）A=194.7m2
【大王寺】
伏工（植生基材マット）A=305.3m2 筋工（丸太）L=38m

【板良洞】
1工区 流末処理のため、水路工の延長増
2工区 斜面整地の結果、伏工の面積増
3工区 現地調査の結果、既設林道復旧（仮設工）に
不陸正を追加
【大王寺】
法面調査の結果、伏工を植生マットから植生基材に
変更
伏工面積を訂正
発生土の現場内処理により、残土処理の減
木くず、アス殻処理量の確定

2回目

岐阜県加茂郡川辺町
鹿塩296-1

加茂郡東白川村越原
1351番地

変更回次

福島工区Ａ路線
土工 1式 撤去工 L=185m 管体工 L=285m
付帯工 1式 仮設工 1式 復旧工 1式
40,392,000
福島工区Ｂ路線
土工 1式 撤去工 L=344m 管体工 L=344m
付帯工 1式 仮設工 1式 復旧工 1式

測量業務
渓間工 １式 山腹工 １式
設計業務
渓間工 １式 山腹工 １式

建設コンサル
高山市新宮町1868番
（株）飛州コンサルタント
タント
地5

土木一式工事 （株）立保土木

変更理由

平成28年12月21日～
平成28年12月21日
平成29年3月24日

平成28年12月27日

可治工第２８１１ 県単治山事業 板良
号
洞・大王寺工事

【公表様式】

【平成２８年度以前契約：平成２９年度変更契約分】

可児郡御嵩町比衣475
番地13

平成29年5月15日
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石綿管の処分量について、実績に基づく処分量の
増
復旧する管体工の径の変更による減
敷鉄板運搬に伴う増

-

現地調査の結果、想定箇所よりも上流部の調査が
必要と判明したため、現地踏査の増
進入路として使用する仮設道の拡幅のための調査
設計、立木調査の増
対象斜面の岩石の状況により、山腹工を実施する
必要がないことが判明したことに伴う構造図作成業
務等の減
-

2回目

当初

2回目

当初

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）

変更理由

変更回次

平成28年12月2日～
平成29年3月28日

道路工L=60.0m
70,524,000 土工1式
擁壁工 親杭工N-33本 壁面工A=209m2 アンカー工N=15本

-

当初

平成28年12月2日～
平成29年5月22日
平成29年10月31日

道路工L=60.0m
土工1式
78,764,400
擁壁工 親杭工N=33本 壁面工A=209m2 アンカー工N=15本
法面工1式

山側法面を調査したところ、崩落の危険がある転石
が多数確認されたため、転石対策による増
降雨により、隣接法面の崩壊が発生し、法面保護対
策、仮設矢板の追加、路側ブロック積みの撤去、親
杭アンカー工法の杭打機械をクレーン工法から大口
径ボーリングマシーン工法に変更したことによる増

2回目

平成28年12月12日

県営ふるさと農道整備
可ふ工第２８０３
加茂郡白川町河東地
事業 白川地区 第６
号
区
号道路工事

可林工第２８０３ 公共林道開設工事（可 加茂郡東白川村神土
号
茂東線６－３工区）
地内

土木一式工事 大脇建設（株）

土木一式工事 丸登建設（株）

施工（履行）期間

加茂郡白川町河岐
1897-1

加茂郡東白川村神土
2667-1

可林工第２８０２ 公共林道開設工事（可 加茂郡東白川村神土
号
茂東線６－２工区）
地内

県営中山間地域総合
可中工第２８０４ 整備事業 七宗地区
加茂郡七宗町神渕地
号
農用地保全施設第１号 内
工事

土木一式工事 丸登建設（株）

土木一式工事 丸登建設（株）

土木一式工事 （株）長尾土建

加茂郡東白川村神土
2667-1

工事（業務）概要

平成29年7月29日

平成28年7月29日～
平成29年3月3日

32,940,000

工事延長L=683.7m 切土1082m3 盛土1025m3
植生基材吹付1324.5m2 種子散布工90.9m2 張芝工792.8m2
木伏工80.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工37.3m3 排水施設工10個所
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ79m 取壊工1式 標識工1枚

-

当初

平成29年2月13日

平成28年7月29日～
平成29年3月24日

35,904,600

工事延長L=737.9m 切土1441m3 盛土892m3
植生基材吹付1546.5m2 種子散布工71.3m2 張芝工735.4m2
木伏工136.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工22.7m3 排水施設工11個所
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ79m 取壊工1式 標識工1枚

既設切土法面を確認したところ、法面が長いため次
回施工時に届かないなどの支障があるため、施工
延長による増

1回目

地権者からの要望により作業ポイントを確保したこと
による土工の増
法面の施工面積減及び植生基材吹付工から植生
マットに変更したことによる減
路面水の量が少ないと見込まれるため、排水施設
の一部不施工としたことによる減

3回目

-

当初

平成28年7月29日～
平成29年6月12日
平成29年6月20日

県営中山間地域総合
可中工第２８０３
加茂郡東白川村越原
整備事業 東白川地区
号
地内
日向用水路等工事

契約金額（円）

工事延長L=737.9m 切土1346m3 盛土1065m3
植生基材吹付1058.6m2 種子散布工219.5m2 張芝工669.5m2
34,965,000
木伏工136.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工22.7m3 排水施設工10個所
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ83m 取壊工1式 標識工1枚 仮設工1式

平成28年10月7日

平成28年10月7日～
平成29年3月22日

30,240,000

施工延長L=395.0m 土工1式 水路工L=364.0m BF300
取水施設工3ヶ所 水路工L=31.0m 頭首工3ヶ所 護岸工3ヶ所

平成29年6月30日

平成28年10月7日～
平成29年12月22日

施工延長L=395.0m 土工1式 水路工L=364.0m BF300
31,467,960 取水施設工3ヶ所 水路工L=31.0m 頭首工3ヶ所 護岸工3ヶ所
農地耕起工1式

茶園整備で生育不良個所がみつかったため、農地
耕起を追加施行することによる増

2回目

平成29年12月15日

平成28年10月7日～
平成30年2月28日

施工延長L=395.0m 土工1式 水路工L=364.0m BF300
33,004,800 取水施設工3ヶ所 水路工L=31.0m 頭首工3ヶ所 護岸工3ヶ所
農地耕起工1式

排水不良状態が著しいことから、暗渠排水を追加す
ることによる増

3回目

平成28年7月29日

平成28年7月29日～
平成28年2月22日

29,700,000

工事延長L=714.0m 切土1,128.0m3 盛土1.371.0m3
法面保護工2,670.6m2 コンクリート擁壁工18.1m3
ブロック積工4.1m2 排水施設工7箇所 排水施設工1式
防護施設工1式 取壊工1式 標識工1式

-

当初

平成29年3月21日

平成28年7月29日～
平成29年6月20日

34,795,440

工事延長L=789.7m 切土1,254.0m3 盛土1.522.0m3
法面保護工3,000.8m2 コンクリート擁壁工20.8m3
ブロック積工5.2m2 排水施設工8箇所 排水施設工1式
防護施設工1式 取壊工1式 標識工1式

既設作業道から降雨時になると土砂や濁水が林道
路面に流入するため、排水処理を実施。併せて周辺
の土木工事を実施するため、工事区間を延長するこ
とによる増

2回目

床堀土の含水率が高く、盛土材に適さないことから
残土処理工の増
植生基材吹付工から植生マットに変更したことによ
る減
既設ヒューム管を現地再精査した結果、現存のまま
利用することとしたことによる排水施設箇所の減
急カーブと急勾配が重なる箇所にガードレール工の
増
既設ヒューム管が露出したため、取壊し、撤去、処
分の増
ヒューム管横断排水施設を設置する際、降雨時の
増水で施工に支障があるため、水替工を実施したこ
とによる増
木株処理量の減による運搬費、処理費の減

4回目

28,404,000 鳥獣被害防止柵 2,419m

-

当初

27,841,320 鳥獣被害防止柵 2,314m

現地調査の結果、当初路線の付近に墓地があった
ため、地元と協議し、見直したことにより路線延長減
に伴う減

1回目

加茂郡東白川村神土
2667-1

加茂郡七宗町神渕
1929-2

平成29年6月30日

平成28年7月29日～
平成29年7月31日

平成29年3月29日

平成29年3月29日～
平成29年9月5日

平成29年8月28日

平成29年3月29日～
平成29年9月5日
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工事延長L=789.7m 切土1,320.0m3 盛土1.417.0m3
残土処理180.0m3 法面保護工2,872.1m2
35,735,040 コンクリート擁壁工20.6m3 ブロック積工5.2m2
排水施設工7箇所 防護施設工1式
取壊工1式 標識工1式 仮設工1式

工事（委託）
番号

工事（業務）名

施工場所

県営ため池等整備事業
可池工第２８０３
加茂郡八百津町野上
可茂北部２期地区 深
号
地内
山第１池第１号工事

県営ため池等整備事業
可池工第２８０５ 可茂北部２期地区
加茂郡八百津町和知
号
桶ヶ洞第１池第１号工 地内
事

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28年10月14日

平成28年10月14日～
平成30年2月9日

堤体工V=5,710m3
154,224,000 取水施設工 底樋工L=50.6m 斜樋工L=5.5m
洪水吐工L=53.9m

平成29年12月25日

平成28年10月14日～
平成30年3月26日

堤体工V=6,030m3
157,556,880 取水施設工 底樋工L=50.6m 斜樋工L=5.5m
洪水吐工L=53.9m

平成29年1月20日

平成29年1月20日～
平成30年4月27日

堤体工V=1,100m3
64,800,000 取水施設工 底樋工L=19.8m 斜樋工L=3.8m
洪水吐工L=28.5m

平成29年12月25日

平成29年1月20日～
平成30年3月26日

堤体工V=1,100m3
64,196,280 取水施設工 底樋工L=19.8m 斜樋工L=3.8m
洪水吐工L=28.5m

土屋・栗山特定建設工 加茂郡八百津町八百
土木一式工事
事共同企業体
津3321-12

土木一式工事 （株）友進道路

美濃加茂市山之上町
1384
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契約金額（円）

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

-

当初

配合試験の結果より、設計強度を確保するため固
化材添加量を変更したことによる増

-

盛土材を他地区及び現場発生土を流用することに
よる減
他地区流用土の検討のため試験を予定していた
が、既存資料を活用したことによる減

3回目

当初

2回目

