【公表様式】
建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

【平成２７年度以前契約：平成２８年度変更契約分】

※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

可治工第２７０８ 公共 予防治山事業
号
栢ノ木工事

可治工第２７０９ 県単治山事業
号
長岡裏工事

可治工第２７０７ 公共 予防治山事業
号
観音山工事

可林工第２７０３ 県単林道舗装改良工
号
事

可治工第２７１０ 公共予防治山事業
号
宮向工事

可児郡御嵩町古屋敷
栢ノ木地内

可児郡御嵩町御嵩字
長岡裏

加茂郡八百津町久田
見観音山

加茂郡白川町上佐見
地内

加茂郡白川町河岐宮
向地内

土木一式工事 (株)本州緑化建設

土木一式工事 (株）天野建設

土木一式工事 白川産業（株）

ほ装工事

東部建設（株）

土木一式工事 丸ス産業（株）

岐阜県可児郡御嵩町
比衣475番地13

岐阜県可児郡御嵩町
中切960番地1

岐阜県加茂郡白川町
河岐1897番地の1

発注機関：可茂農林事務所
契約締結日
（変更契約締結日）

施工（履行）期間

平成27年12月4日

平成27年12月4日～
平成28年3月25日

No.1土留工 L=25.0m H=1.0m A=18.2m2
N0.2土留工 L=36.5m H=1.5m A=45.2m2
12,096,000 法切工 V=8.1m3、筋工（丸太） L=132.0m
伏工（植生マット） A=907.0m2
植栽工（オオシマザクラ・イチョウ） N=20本

平成28年2月1日

平成27年12月4日～
平成28年3月25日

No.1土留工 L=25.0m H=1.0m A=18.2m2
N0.2土留工 L=36.5m H=1.5m A=45.2m2
10,947,960 法切工 V=8.1m3、筋工（丸太） L=132.0m
伏工（植生マット） A=907.0m2
植栽工（オオシマザクラ・イチョウ） N=20本

近隣の残土処理場の残土受入れが可能となった
ため、残土搬出先を変更することに伴う減

1回目

平成28年5月13日

平成27年12月4日～
平成28年5月20日

No.1土留工 L=25.0m H=1.0m A=18.2m2
N0.2土留工 L=36.5m H=1.5m A=45.2m2
11,517,120 法切工 V=8.1m3、筋工（丸太） L=119.0m
伏工（植生マット） A=1,048.7m2
植栽工（オオシマザクラ・イチョウ） N=20本

現地精査により、筋工の減、残土の増
植栽木の活着率を高めるため、中苗木から小苗木
に変更することに伴う減
現地発生の枝条を処分することに伴う増

3回目

平成27年12月18日

平成27年12月18日～
平成28年3月25日

26,892,000

既設谷止工嵩上げ（コンクリート）L=45.5m H=6.0m V=258.4m3
流路工（ブロック） L=14.0m

－

当初

既設構造物取り壊し数量の現地精査による増
木くず処分量の精査に伴う増
コンガラ処分量の精査に伴う増
町道横断水路を保護するためのしい鉄板を設置す
ることに伴う増
資材運搬路舗装復旧追加に伴う増
敷鉄板運搬に伴う増

3回目

工事（業務）概要

変更理由

変更回次

－

当初

平成28年6月6日

平成27年12月18日～
平成28年7月15日

28,325,160

既設谷止工嵩上げ（コンクリート）L=45.5m H=6.0m V=258.4m3
流路工（ブロック） L=14.0m

平成27年11月4日

平成27年11月4日～
平成27年3月25日

17,540,280

谷止工補修工（コンクリート） L=25.0m H=8.9m V=165.4m3
仮設工 Ｎ=1式

－

当初

谷止工補修工（コンクリート） L=25.0m H=8.55m V=150.2m3
仮設工 Ｎ=1式

鉄筋設置時の作業用足場工の追加
渓流の水量が多くパイプ廻水のみでは困難につ
き、ポンプ廻水を追加
既設谷止工の損傷状況等の詳細調査に伴う、各
数量の変更
仮設進入路の普及緑化工の現地精査の結果、面
積の増

2回目

－

当初

施工範囲を現地再精査した結果、舗装の損傷範
囲が拡大していたことにより、舗装面積の増
Ｌ型側溝撤去再設置個所を現地再精査した結果、
Ｌ型側溝撤去再設置及び暗渠排水溝の延長の増
残土量を実測した結果による減

1回目

平成28年6月10日

平成27年12月18日～
平成28年6月20日

18,470,160

平成28年3月28日

平成28年3月28日～
平成28年6月20日

5,432,400

平成28年6月6日

平成28年3月28日～
平成28年6月20日

延長 L=136.0m、舗装工 678.2m2、排水工 58.5m2
5,724,000
附帯工 121.6m、取り壊し工 1式、残土工 57.0m3

平成28年3月28日

平成28年3月28日～
平成28年8月31日

25,542,000 固定工（ワイヤーロープネット） A=556.0m2

－

当初

平成28年7月12日

平成28年3月28日～
平成28年8月31日

固定工（ワイヤーロープネット） A=560.5m2
26,815,320 固定工（ロープ掛） N=1個所
転石整理工（転石破砕） V=1.8m3

落下する危険の高い５号ロープ掛工を追加施行す
ることに伴う増
人家上部の落下する恐れのある転石を破砕処理
することに伴う増
モノレール及び仮設防護柵の現地精査に伴う増

1回目

加茂郡白川町坂ノ東
5737番地の1

加茂郡白川町三川
1270

契約金額（円）
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延長 L=131.0m、舗装工 625.0m2、排水工 46.0m2
附帯工 119.0m、取り壊し工 1式、残土工 80.0m3
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工事（委託）
番号

工事（業務）名

施工場所

工事（業務）
種別

契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所

契約締結日
（変更契約締結日）

平成28年3月28日

県営特定農業用管水
可特工第２７０１ 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１号工事

県営ため池等整備事業
可池工第２７０２
可児郡御嵩町顔戸地
可茂南部２期地区 御
号
内
手洗ため池第１号工事

土木一式工事 （株）太昴産業

土木一式工事 (株)御嵩重機建設

施工（履行）期間

平成28年3月28日～
平成29年3月24日

契約金額（円）

37,206,000

工事（業務）概要
土工
管路工

土留区間 L=275.6m、開削区間 L=54.4m
塩ビ管φ450 L=85.7m、塩ビ管φ400 L=188.4m
塩ビ管φ350 L=54.4m
付帯施設 制水弁、空気弁工 5箇所、給水栓工等 1式

加茂郡川辺町中野8267
土工
管路工

土留区間 L=275.6m、開削区間 L=54.4m
塩ビ管φ450 L=86.8m、塩ビ管φ400 L=189.5m
塩ビ管φ350 L=56.3m
付帯施設 制水弁、空気弁工 3箇所、給水栓工等 1式

変更理由

変更回次

－

当初

水理条件を再確認した結果、離脱防止内蔵型から
離脱防止無に管材を変更したことによる減
水資源機構の埋設管との交差部について、協議
の結果建込み簡易土留からＨ鋼と横矢板による土
留に変更したことによる増
実績による石綿管の処分数量の増
水理条件を再確認した結果、始点部分について制
水弁による管理から、ゲートによる管理に変更したこ
とによる減

1回目

平成29年2月28日

平成28年3月28日～
平成29年3月24日

平成27年9月18日

平成27年9月18日～
平成28年12月9日

堤体工 V=2,459m3
71,820,000 取水施設工 底樋工 L=32.0m、斜樋工 L=13.9m
洪水吐工 L=13.9m

－

当初

平成28年3月18日

平成27年9月18日～
平成28年12月9日

堤体工 V=2,459m3
75,917,520 取水施設工 底樋工 L=32.0m、斜樋工 L=13.9m
洪水吐工 L=13.9m

池内に設置する仮設道路について、堆積土の厚さ
が40cm程度あり、含水率が高く、重機による作業が
困難なことから堆積土V=137m3を撤去
取水施設に使用する鋼製異形管について、製作
工数の適用区分を変更

1回目

平成28年11月11日

平成27年9月18日～
平成29年3月17日

堤体工 V=2,459m3
75,917,520 取水施設工 底樋工 L=32.0m、斜樋工 L=13.9m
洪水吐工 L=13.9m

左岸取水口において、現地調査の結果、基礎地盤
が不良であることが判明し、広報の検討と対策に不
測の日時を要した
張芝の施行時期が冬季は気温が低く表土が凍結
するため、３月に施工を行う

2回目

平成29年3月1日

平成27年9月18日～
平成29年3月17日

堤体工 V=2,459m3
76,881,960 取水施設工 底樋工 L=32.0m、斜樋工 L=13.9m
洪水吐工 L=13.9m

他工事からの流用土搬入において、道路管理者
から通行する道路の粉じん対策を求められ、場内に
敷鉄板を施工したことによる工事費の増

3回目

37,446,840

岐阜県可児郡御嵩町
比衣433番地
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