
条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

名張市

平成30年4月20日 17,487,360 ～ 労務単価増額による対応

平成30年6月14日 17,487,360 ～ 平成30年7月31日
隣接する他工事及び図書館との調整等に不測
の日数を要したため工期延長。

地内 平成30年7月20日 19,352,520 ～ 平成30年7月31日
実施精査及び土地所有者との再協議による変
更。

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内
平成31年2月28日

国県との事業計画の変更協議に不測の日数を
要しているため

7 土木一式工事
産業部
農林資源室

南古山地内排水路外2件災害復旧
工事

平成30年4月27日
フトン篭工Ｌ＝52ｍ
プレハブ水路工Ｌ＝73.5ｍ

6 管工事
福祉子ども部
医療福祉総務室

名張市保健センター便所改修工事 株式会社山﨑建設

南古山

平成30年4月23日 ～ 平成30年8月31日
降雨等により工程に遅れが生じた他、地権者と
の調整による工期変更

平成30年8月21日 8,597,880 ～ 平成30年12月22日
排水路の既存利用予定区間が更新が必要であ
ると判明したため

平成30年12月20日

名張市東町1827番
地5

平成30年2月9日 7,638,840 平成30年2月9日 ～

～

株式会社マルト重建

大屋戸保育所外遊具更新工事 株式会社大道建設

平成30年9月28日 桔梗南幼稚園屋上防水外改修工事一式
桔梗が丘５番町

平成30年9月25日 5,551,200 ～

平成31年2月15日 保健センター１階及び２階便所改修工事一式
朝日町

平成31年2月13日 6,171,120 ～

・トイレブースの壁パネル及び金物が埋込式の
ため、床及び壁タイルの撤去・復旧工事が必要
となったため
・既設点検口からの作業ができないことによる
天井点検口の新設が必要となったため
・年末年始の便所部分使用及び駐車場出入口
の安全対策が必要となったため

名張市結馬７１番地

平成30年12月5日 5,929,200 平成30年12月5日 ～

スガコー建設株式会社 名張市夏見2270-1丸之内

桜ケ丘
株式会社アサヒ

2,643,840 平成30年12月6日 ～ 平成31年1月18日

総合福祉センターふれあい空調設備（GHP)取
替え工事

4 防水工事
福祉子ども部
保育幼稚園室

桔梗南幼稚園屋上防水外改修工
事

株式会社山﨑建設

平成31年3月15日
大屋戸保育所ほか5施設（保育所3園および幼
稚園2園）の遊具更新工事（10遊具）

大屋戸外

平成31年2月22日 11,948,040 ～
園庭狭小により遊具設置工事時において、園
児の安全確保を図るため、仮囲いの設置が必
要となった等

名張市松崎町1428
番地

平成30年12月21日 11,167,200 平成30年12月21日 ～

5

造園工事又は
とび・土工・コ
ンクリート工
事

福祉子ども部
保育幼稚園室

17,442,000 平成30年3月30日 ～ 平成30年6月29日

平成30年10月26日 22,835,520 ～
天井内の空調機のチャンバーボックス撤去のた
め、天井仕上げの撤去復旧工事が必要となっ
たため

平成30年12月14日 2,643,840

立上り既設防水撤去後の仮防水工事の追加に
よる増額変更

名張市結馬７１番地
平成30年8月13日 5,306,040 平成30年8月13日 ～

～ 平成31年2月10日

平成30年10月31日

既存合併処理浄化槽の屎尿及び汚泥の汲取り
（別発注）をしたところ、年内の汲取り作業が困
難で、年明けの作業となることに伴う工期変更

22,798,800

ＮＯ． 種別 所管 件名

平成30年8月1日

3 管工事
福祉子ども部
医療福祉総務室

総合福祉センターふれあい空調設
備（GHP)改修工事

2 管工事

1 ほ装工事
総務部
契約管財室

桜ケ丘旧市民会館用地駐車場舗
装等整備工事

平成30年12月6日

～

契約の相手方 当初期間

変更後期間

名張市蔵持町原出５
２３－７

平成30年8月1日

場所

地域環境部
地域経営室

比奈知市民センター農業集落排水
接続工事

株式会社生田
名張市新田2205番
地3

下比奈知

アスファルト舗装工 A=2070m2 等

農業集落排水接続工事一式
農業集落排水供用開始区域となったことに伴
い、汚水処理を合併処理浄化槽から農業集落
排水へと切り替える

平成30年3月30日

1/24



条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

伊賀市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内
迂回路の調整に不測の日数を要したため。

名張市新田1311番
地

平成31年2月18日 15,613,560 平成31年2月18日 ～

14 土木工事一式
産業部
農林資源室

土地改良区内（滝の原工区）排水
路外1件災害復旧工事

株式会社中山工業

平成31年3月29日 仮設道路の調整に不測の日数を要したため

平成31年3月28日 16,466,760 ～ 令和1年7月31日

オオサンショウウオ調査及び施工時に湧水が
みられたため、水替え工を追加した
地元協議により資材運搬の方法を変更したた
め

神屋 平成31年3月13日 ～

平成31年3月15日

水路工　Ｌ＝20.0ｍ
フトン篭工　Ｌ＝4.0ｍ
管きょ布設工　一式
舗装工　Ａ＝17.0㎡

滝之原 平成31年3月14日 ～ 平成31年3月29日 仮設道路の調整に不測の日数を要したため。

平成31年3月28日 ～ 令和1年5月20日

～ 既設材の破損による新材使用のため。

13 土木一式工事
産業部
農林資源室

林道奥山線災害復旧工事 ワイズ
名張市下比奈知
1117

平成31年1月22日 14,852,160 平成31年1月22日 ～ 平成31年3月15日
大型ブロック積工A=106㎡
コンクリートA=73㎡

法面崩落を防ぐために、土留を追加したため

12 土木工事一式
産業部
農林資源室

土地改良区内（布生工区）排水路
外2件災害復旧工事

村橋造園株式会社
名張市赤目町丈六
335-3

平成30年12月19日 3,262,680 平成30年12月19日 ～ 平成31年3月15日
水路工　Ｌ＝15.6ｍ
フトン篭工　Ｌ＝16.0ｍ

布生

平成31年3月4日 3,312,360

平成31年2月18日 6,775,920 ～

～ 平成31年3月20日 仮設道路の調整に不測の日数を要したため

平成31年3月15日
地元要望によりL型水路の施工延長をのばした
ため

11 土木一式工事
産業部
農林資源室

滝之原排水路改修工事 株式会社　生田
名張市新田2205番
地3

平成30年11月1日 6,642,000 平成30年11月1日 ～ 平成31年2月28日
ボックスカルバート工L=20m
プレハブ水路工L=1ｍ
既設水路撤去工L=21ｍ

滝之原 平成31年2月18日

夏見

平成31年2月28日 6,751,080 ～

～
施工面積の精査に伴い型枠面積が減少したた
め。

10 土木一式工事
産業部
農林資源室

三ヶ村水路改修工事 イワハラ測建
名張市蔵持町原出
646-1

平成30年10月29日 5,547,960 平成30年10月29日 ～ 平成31年2月28日 L型水路工L=50ｍ

機械小運搬の追加、伐木処分の精査、事業の
進捗を見越した材料の購入のため。

9 土木工事一式
産業部
農林資源室

蔵持町原出地内排水路整備工事 株式会社Ｄ・Ｇ・Ｙ
名張市結馬字外垣
内72番地

平成30年10月18日 3,594,240 平成30年10月18日 ～ 平成31年1月31日 張コンクリート工　Ａ＝452㎡

蔵持町

平成31年1月15日 3,585,600

平成31年2月28日 20,043,720 ～

～ 平成31年3月18日
施行現場の土質が悪く掘削・整地に不測の日
数を要したため。

8 土木工事一式
産業部
農林資源室

新田6期地区用水施設整備工事
（その1）

有限会社丸正建設 名張市東町1813-14

平成30年8月16日 15,613,560 平成30年8月16日 ～ 平成31年2月28日

高密度ポリエチレン管（φ700）　Ｌ＝22.6ｍ
自由勾配側溝　Ｌ＝4.0ｍ
掛樋　Ｌ＝4.0ｍ
現場打水路工　Ｌ＝18.1ｍ
落差桝　4カ所
仮設道路　Ｌ＝84.0ｍ、Ｗ＝3.0ｍ

比土
平成31年2月18日
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

地内

名張市

地内
名張市

地内

名張市

地内
5,799,600 ～ 工法変更に伴う側溝延長減による減額。

平成30年7月12日 ～ 平成30年8月31日

6,577,200 ～
公共工事設計労務単価の特例措置に伴う増
額。

18 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

市道薦生中央線道路改良工事 株式会社ホウワ
名張市箕曲中村９１
－１

平成30年3月28日 6,549,120 平成30年3月28日 ～ 平成30年7月31日

L=66m
土工　掘削～床掘～埋戻～残土処分 N=1式
側溝工 L=103m
集水桝工 N=2基
表層工(t=50) A=342㎡
上層路盤工(t=100) A=342㎡
下層路盤工(t=140) A=342㎡薦生

平成30年4月19日

平成30年3月16日
機械ボーリング　Ｎ=4箇所
解析等調査　Ｎ=１業務
弾性波探査　Ｎ=１業務

南古山外
平成30年3月5日 ～ 平成30年5月31日

機械ボーリング施工時の騒音対策等で地元と
の調整に不測の日数を要したため。

平成30年5月16日 11,391,840 ～ 平成30年8月31日
現地踏査結果に基づきボーリング箇所を追加し
たことによる増額と工期延長。

平成30年8月21日

交通規制(車両通行止め)等地元調整に不測の
日数を要したため。

平成30年8月17日

四日市市東新町２番
２３号

平成30年1月24日 9,327,960 平成30年1月24日 ～

11,857,320 ～

17 地質調査
都市整備部
道路河川室

市道新田南古山線地質調査業務
委託

東邦地水株式会社

市道檀青蓮寺線歩道設置工事（第４期）の工期
延長に伴う工期延長。

平成30年7月19日 6,678,720 ～ 転落防護柵を追加したことによる増額。

平成30年6月11日 ～ 平成30年7月31日

機械搬入路を再検討した結果、モノレール架設
を分岐し各調査地点へ機械搬入路を設けたこ
とによる増額。

5,606,280 ～
公共工事設計労務単価の特例措置に伴う増
額。

地権者・近隣者との協議の結果、進入路の間
口を確保するための切土工及びブロック積工を
追加したことによる増額。

16 ほ装工事
都市整備部
道路河川室

市道檀青蓮寺線舗装工事 株式会社二幸建設
伊賀市久米町５６３
番地

平成30年3月28日 5,583,600 平成30年3月28日 ～ 平成30年6月29日

表層工（車道　ｔ=50）　A=213㎡
表層工（歩道　ｔ=40）　A=247㎡
表層工（歩道乗入　t=50）　A=141㎡
側溝工（300×300）　L=30ｍ
ガードレール設置工　L=70ｍ

青蓮寺 平成30年4月20日

15 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

市道檀青蓮寺線歩道設置工事（第
４期）

平成30年3月16日

L=75m
土工　掘削～埋戻～残土処分　Ｎ=１式
ブロック積工（３型）A=2㎡
ブロック積工（４型）　A=144㎡
側溝工（300Ａ）　L=75m
枡設置工（300×600A）Ｎ=1基
枡設置工（400×400×600）Ｎ=1基
歩道路盤工　A=213㎡

青蓮寺
平成30年3月5日 ～ 平成30年5月31日

電柱の支障移転が複数本あり移転工事に不測
の日数を要したことによる工期延長。

平成30年5月17日 18,257,400 ～ 平成30年7月27日
用地協力が得られたため、歩道設置工事を延
長したことによる増額及び工期延長。

平成30年7月18日

名張市箕曲中村９１
－１

平成30年2月7日 14,240,880 平成30年2月7日 ～

19,612,800 ～

株式会社ホウワ
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

地内

名張市

地内

～ 平成30年7月31日
５月下旬から６月中旬にかけて天候不良が続き
休工を余儀なくされる等不測の日数を要したた
め。

平成30年7月13日
名張市青蓮寺１１７
２－７

平成30年2月21日 22,140,000 平成30年2月21日 ～

～

～

既設法面との接続箇所で植生土のうによる勾
配調整を追加したことによる増額及び既設道路
への取付け調整で舗装復旧面積を変更したこ
とによる増額。

名張市赤目町丈六３
３５番地の３

平成30年5月1日 5,618,160 平成30年5月1日 ～

19 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

市道青蓮寺名張２号線外１線道路
改良工事

村橋造園株式会社

平成30年9月14日

６月下旬から７月上旬にかけて天候不良が続き
休工を余儀なくされる等不測の日数を要したた
め。
長雨により路盤等品質管理に悪影響を及ぼす
可能性があったことから一定の養生期間を設け
る必要が生じたため。

平成30年8月24日 28,642,680 ～

道路土工：路床の支持力の不足により安定処
理工を追加したことによる増額。
擁壁工：当初設計書からの脱漏による新規計
上に伴う増額。
排水構造物工：現況歩道から車道への変更に
伴う側溝蓋版変更による増額、横断側溝追加
による増額。
防護柵工：公安協議の結果、ガードパイプ、置
基礎ガードレール等を追加したことによる増額。
舗装工：公安協議の結果、区画線を追加したこ
とによる増額。
安全施設工：公安協議の結果、標識板等の設
置を追加したことによる増額。
仮設工：工事箇所が通学路と隣接しており、小
学校との協議の結果、交通誘導員の配置人員
を増員したことによる増額。

平成30年3月16日

L=245ｍ
土工　床掘～埋戻・路体盛土・路床盛土 N=1式
擁壁工　L=1.9ｍ
排水構造物工
　　ボックスカルバートL=14ｍ
　　台付管L＝26ｍ
     集水桝　ΣN=5基
防護柵工　防護柵ΣL＝61ｍ
舗装工
　　アスファルト舗装ｔ＝5㎝　A=1040㎡
　　薄層カラー舗装　A=100㎡

蔵持町原出

平成30年3月9日 ～ 平成30年6月29日
工事説明会及び地元調整等に時間を要したた
め。

平成30年6月18日

20 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

市道赤坂夏秋橋線道路改良工事
（第５期）

時基建設有限会社

平成30年7月31日

Ｌ=20m
土工 掘削～床掘～埋戻～残土処分　N=1式
法面工 A=54㎡
ブロック積工 A=73㎡
各種側溝工 ΣL=19ｍ

青蓮寺
平成30年7月18日 ～ 平成30年9月14日

交通規制(車両通行止め)等地元調整に不測の
日数を要したため。

平成30年9月4日 5,913,000
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

伊賀市

平成30年3月7日 ～ 平成31年1月31日
工事開始時期について地元関係者と協議を
行った結果、稲作植付け前ではなく、稲作刈入
れ後の工事着手で承諾を得られたため。

地内 平成31年2月15日 20,532,600

湧水が確認されたため暗渠排水管布設工を追
加したことによる増額。
農業用水取水口の移設並びに配管の変更に伴
う増額

名張市

地内

名張市

地内

8,245,800 ～

土工：当初計画よりも大型の重機選定が可能に
なったことによる増額。
枡工：歩行者の安全性を考慮し、桝開口部に鉄
板蓋を設置したことによる増額。
附帯工：側溝布設箇所の畑側にも添えコンク
リートを施工したことに伴う増額。
仮設工：敷鉄板による土地養生面積の増加に
伴う増額。

実施精査によるセメント安定処理配合試験及び
安定処理工の追加に伴う増額変更。

23 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

市道檀青蓮寺線流末排水路整備
工事（第1期）

有限会社タケシン
名張市東田原90番
地

平成31年1月4日 6,968,160 平成31年1月4日 ～ 平成31年3月15日

L=80ｍ
・土工：掘削～埋戻～残土処分 1式
・開渠工（Ｕ-600）：Ｌ=66ｍ
・暗渠工（台付管φ600）：Ｌ=8ｍ
・集水桝工：Ｎ=4基
・重量式擁壁工：Ｌ=2.7ｍ
・附帯工：1式赤目町檀

平成31年3月1日

22 ほ装工事
都市整備部
道路河川室

市道田井中講田線外1線舗装工事

21 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

市道新田南古山線道路改良工事
（第４期）

株式会社生田

平成30年5月31日

L=108m、W=7.0m
表層工（ｔ=50）　Ａ=869㎡
上層路盤工（ｔ=150）　Ａ=861㎡
下層路盤工（ｔ=230）　Ａ=806㎡
歩車道境界ブロック工（乗入用）　Ｌ=5ｍ
アスカーブ工　Ｌ=32ｍ
ガードレール設置工　Ｌ=35ｍ

八幡 平成30年4月19日 8,536,320 ～
公共工事設計労務単価の特例措置に伴う変
更。

平成30年5月18日 ～ 平成30年6月15日
農業用水として利用している圧送管の通水確
認及び農耕作業（田植え等）の地元調整に不測
の日数を要したため。

平成30年6月4日

伊賀市久米町841番
地の1

平成30年3月26日 8,521,200 平成30年3月26日 ～

9,481,320 ～

上野舗装株式会社

平成30年3月16日

L=109m
土工　床掘～埋戻～路体盛土　N=１式
ブロック積工　A=247㎡
側溝工（U-240）　L=97ｍ

安場

平成30年12月27日

～

平成31年2月28日
12月上旬から12月中旬にかけて天候不良が続
き、休工を余儀なくされる等不測の日数を要し
たため。

名張市新田2205番
地3

平成30年2月22日 17,494,920 平成30年2月22日 ～
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

平成31年2月28日

道路路側整備：L＝156m
・土工：1式
・舗装工：A＝106㎡
・薄層カラー舗装：A＝186㎡
・側溝布設（300A）：L＝30m
・側溝布設（300B）：L＝58m
・勾配対応型側溝布設：L＝11.5m
・附帯工：1式

青蓮寺

平成31年2月15日 12,447,000 ～
既設舗装にクラック等傷みがあり、薄層カラー
舗装の施工及び仕上がりに支障が出るため、
舗装復旧範囲を変更した事による増額。

名張市富貴ヶ丘3番
町89番地

平成30年9月12日 12,111,120 平成30年9月12日 ～

27 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

市道広坊青蓮寺線道路路側整備
工事（第1期）

株式会社テラハシ

平成31年2月28日

歩道整備：1式
・土工（掘削～埋戻～残土処分）：1式
・ブロック積工：A＝226㎡
・転落防止柵工：L＝97m
・横断防止柵工：L＝93m
・アスファルト舗装工：A＝151㎡

西田原

平成31年1月28日 19,973,520 ～

撤去工：実施精査による既設コンクリート擁壁
撤去数量の増加に伴う増額。
舗装工：既設舗装の傷みが激しく、舗装復旧範
囲を広げたことによる増額。
附帯工：暗渠排水管の新規計上を行ったことに
よる増額。

名張市さつき台2番
地44番地

平成30年9月12日 19,583,640 平成30年9月12日 ～

26 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

市道北部中央線歩道整備工事（第
2期）

ダイリツ

平成31年2月28日

・土工(掘削～埋戻～残土処分：1式
・アスファルト舗装：A＝431㎡
・薄層カラー舗装工：A＝290㎡
・L型擁壁工：L＝110m

赤目町星川

平成31年1月28日 32,528,520 ～

舗装工：実施精査による舗装復旧範囲の増加
に伴う増額。
区画線工:既設区画線の明確化を追加したこと
による増額、
交通管理工：地元及び学校との協議の結果、
交通誘導員を増員したことによる増額。

名張市東町1827-5

平成30年8月28日 31,836,240 平成30年8月28日 ～

25 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

市道平池1号線道路路側整備工事
（第2期）

マルト建設株式会社

平成31年3月15日

土工：掘削～埋戻～残土処分 N=1式
管渠工（φ900）：L=26.18m
枡工：N=2箇所
スクリーン・操作台設置工：N=1式
アスファルト舗装本復旧工：A=200㎡

夏見

平成31年3月1日 11,381,040 ～ 平成31年3月26日

当初再利用する予定であった既設側溝が損傷
がひどく再利用できず新設したことによる増額
変更。
桝設置工において、既設桝の構造が想定と異
なっていた為、桝寸法を変更したことによる増
額変更。
近隣に幼稚園及び企業地があり交通規制（通
行止め）の打ち合わせに不測の日数を要したこ
とによる工期延長。

名張市安部田3049-
3番地

平成30年11月30日 10,093,680 平成30年11月12日 ～

24 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

箕曲地区浸水対策に伴う排水路整
備工事

株式会社山中建設
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

平成31年3月15日

L=110m
・土工：掘削～埋戻～残土処分 1式
・コンクリートブロック積工　A=341㎡
・排水構造物工 1式
・支障木伐採、抜根 580㎡

家野

平成31年3月1日 26,373,600 ～ 平成31年3月31日

土工：支障木伐採・処分及び悪天候等不測の
日数を要したことから何度ないでの完工が見込
めない為、ブロック積面積を縮小並びに土工内
容の精査による減額変更。
附帯工：支障木の撤去・処分数量の増加による
増額。

名張市さつき台2番
地44番地

平成30年12月18日 27,697,680 平成30年12月8日 ～

32 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

市道家野川原線外1線道路改良工
事（第1期）

ダイリツ

平成31年3月15日

L=30m
・土工：掘削～埋戻～盛土 1式
・ブロック積工：A=71㎡
・各種側溝布設工：ΣL=83m
・舗装工（車道）：A=40㎡
・舗装工（歩道）：A=79㎡蔵持町原出

平成31年3月12日 ～ 令和1年5月31日
地下埋設物（水道管）の移設協議に不測の日
数を要した為。

名張市松崎町1428
番地

平成31年1月4日 11,693,160 平成31年1月4日 ～

31 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

市道名張駅桔梗が丘線歩道整備
工事

株式会社大道建設

平成31年3月15日

・土工：掘削～埋戻～盛土～残土処分 1式
・側溝布設工：L＝140m
・集水桝工：N＝2箇所
・コンクリート舗装工：A＝230㎡

夏見

平成31年3月1日 7,757,640 ～
実施精査による既設舗装撤去及び処分費増に
伴う総額変更。

名張市富貴ヶ丘3番
町89番地

平成30年12月18日 7,372,080 平成30年12月18日 ～

30 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

市道夏見青蓮寺線流末排水路整
備工事

株式会社テラハシ

平成31年2月28日

道路拡幅整備：L＝140m
・土工：掘削～埋戻～残土処分　1式
・現場打擁壁工：L＝122m
・用排水構造物工：1式
・アスファルト舗装工：A＝230㎡

西田原

平成31年2月1日 22,704,840 ～

舗装工：既設舗装の傷みが激しく地元区が舗装
修繕を強く要望していることから舗装復旧面積
及び撤去面積を広げたことによる増額。
附帯工：地元要望を受け、擁壁天端に道路鋲
及び擁壁側に車道外側線を追加したことによる
増額。
交通管理工：舗装面積の増加に伴い交通誘導
員を増員したことによる増額。

名張市夏見2270番
地1

平成30年9月13日 20,570,760 平成30年9月13日 ～

29 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

市道西田原美野原線道路改良工
事（第3期）

スガコー建設株式会社

平成31年3月15日

・土工：掘削～埋戻～残土処分　N＝1式
・橋台工：N＝1基
・護岸ブロック積工：A＝58㎡
・築堤工：N＝1式
・仮設工：N＝1式

美旗中村

平成31年3月1日 17,379,360 ～
実施精査による撤去工及び処分費の増額。
法面復旧として玉石積工を追加したことによる
増額。

名張市結馬71番地

平成30年10月17日 16,979,760 平成30年10月17日 ～

28 土木一式工事
都市整備部
道路河川室

市道新田蔵持線歩道橋（右岸下部
工）工事

株式会社山﨑建設
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

平成30年10月24日 ～ 平成30年11月30日
台風接近に伴う降雨により天候不順が続き、工
程調整に不測の日数を要したことによる工期延
長

地内 平成30年11月22日 5,198,040 ～

増破による土工及び舗装工の増額。当初の伐
採抜根本数では重機を据えるスペースを確保
できないことから、樹木の伐採抜根本数を変更
したことによる増額。

名張市

平成30年3月23日 ～ 平成30年4月27日

工事箇所の丸之内都市下水路は一級河川名
張川の河川区域内であり、内水面の漁協権が
設定されている河川に近接していることから、
施工方法・施工時期、工事に伴う濁水対策につ
いて関係機関との協議・許認可等に不測の日
数を要し工事着手が遅れたことによる工期延長

地内 平成30年4月23日 22,056,840 ～

仮設道路の盛土について、左岸寄り洲に大型
土のうを設置して仮締切を行ったが、大型土の
う設置区間の終点側16ｍの区間については、2
段上げる形式で、1段目に2個、2段目に1個を積
上げる計画であったが、寄り洲の端部に位置す
る区間（10ｍ）については、寄り洲の端部に1段
目を1個据付け、2段目を大型土のうと寄り洲の
両方に掛けるように設置する方が、当初計画の
形式より、作業性に優れ購入度量が抑えられる
など合理的であった為、仕様の変更を行ったこ
とによる減額。
また、十字ブロック地先の終点側の約6ｍ区間
についても、上記と同じ理由で十字ブロック端
部に1段目を1個据付け、2段目を大型土のうと
十字ブロックの両方に掛けるように設置するよ
う使用の変更を行ったことによる減額

名張市

平成30年3月23日 ～ 平成30年5月31日

当該箇所は、通行止めによる工事を余儀なくさ
れ、隣接農地の工作者（地権者）をはじめとする
地元農業関係者と、春の作付けに先立つ農作
業の段取りなどを調整し、作付けに対する影響
を最小限に抑えるための通行規制機関や時間
帯の調製に付属の日数を要し、工事着工が遅
れたことによる工期延長

地内 平成30年5月21日 6,063,120

取付の既設ブロックを取壊すと、既設ブロック天
端の上の石積が崩壊することから、当初設計よ
りも石積の面積を増加したことによる増額。当
初河床までの取壊しとしていたが、根入深まで
取壊したことによる増額

平成30年3月29日

環境保全型ブロック積工　A=114.0㎡
大型ブロック積工　A=65.0㎡
護床工　N=3.0袋
コンクリート舗装　A=41.0㎡
仮締切工　一式

東町

35 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

29年災　第413号　普通河川焼野
川災害復旧工事

村橋造園株式会社
名張市赤目町丈六
335番地の3

平成30年2月7日 5,670,000 平成30年2月7日 ～ 平成30年3月29日

環境保全型ブロック積工　A=48㎡
小口止コンクリート工　N=2基
取付工（ブロック積）　A=21㎡
取付工（練石積）　A=3㎡

安部田

名張市松崎町1443
番地

平成30年1月4日 22,746,960 平成30年1月4日 ～

34 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

29年災　第129号　丸之内都市下
水路災害復旧工事

株式会社菊屋

平成30年7月20日
ブロック積工　A=44㎡
小口止コンクリート工　N=2基

安部田
平成30年7月17日 ～ 平成30年10月31日

片側交互通行の施工について、関係機関との
協議及び地元調整、降雨による天候不順に伴
う工程調整に不測の日数を要したことによる工
期延長名張市桔梗が丘4番

町2街区22番地

平成30年4月11日 4,444,200 平成30年4月11日 ～

33 法面処理
都市整備部
維持管理室

台風21号に伴う市道鹿高1号線災
害復旧工事

山下造園株式会社
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

平成30年3月23日 ～ 平成30年5月31日

当該箇所は、通行止めによる工事を余儀なくさ
れ、隣接農地の工作者（地権者）をはじめとする
地元農業関係者と、春の作付けに先立つ農作
業の段取りなどを調整し、作付けに対する影響
を最小限に抑えるための通行規制機関や時間
帯の調製に付属の日数を要し、工事着工が遅
れたことによる工期延長

地内 平成30年5月22日 4,389,120 ～
掘削すると土質が軟石であった為、掘削の歩掛
りを変更したことによる増額。違算（延長12ｍか
ら12.5m）による数量の見直しによる増額

名張市

平成30年3月23日 ～ 平成30年5月15日

当該箇所は、通行止めによる工事を余儀なくさ
れ、隣接農地の工作者（地権者）をはじめとする
地元農業関係者と、春の作付けに先立つ農作
業の段取りなどを調整し、作付けに対する影響
を最小限に抑えるための通行規制機関や時間
帯の調製に付属の日数を要し、工事着工が遅
れたことによる工期延長

地内 平成30年5月7日 2,526,120 ～ 実施精査による減額

名張市

平成30年3月23日 ～ 平成30年5月31日

当該箇所は、通行止めによる工事を余儀なくさ
れ、隣接農地の工作者（地権者）をはじめとする
地元農業関係者と、春の作付けに先立つ農作
業の段取りなどを調整し、作付けに対する影響
を最小限に抑えるための通行規制機関や時間
帯の調製に付属の日数を要し、工事着工が遅
れたことによる工期延長

地内 平成30年5月10日 10,062,360 ～ 平成30年6月29日

当該工事箇所内で、宅内の汚水管・水道管が
漏水していたことが発見された。上記内容の修
繕が完了しないと当初契約している災害復旧箇
所の施工ができないことと、天候不良が続き工
事の進捗が遅れたことによる工期延長。実施精
査により、終点側既設法面との取付張芝工・法
面整形工の面積が減ったことによる減額

平成30年3月29日

コンクリートブロック積工　A=128㎡
小口止コンクリート工　N=1基
取付工（ブロック積）　A=6㎡
取付工（練石積）　A=4㎡

奈垣

名張市結馬71番地

平成30年2月7日 11,531,160 平成30年2月7日 ～

38 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

29年災　第411号　市道桧坂線災
害復旧工事

株式会社山﨑建設

平成30年3月29日
コンクリートブロック積工　46㎡
小口止コンクリート工　2基
練石積工　14㎡

滝之原

37 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

29年災　第415号　市道目無線災
害復旧工事

有限会社丸正建設 名張市東町1813-14

平成30年2月6日 2,562,840 平成30年2月6日 ～ 平成30年3月29日
コンクリートブロック積工　A=22㎡
小口止コンクリート工　N=2基
練石積工　A=18㎡

布生

名張市さつき台2番
町44番地

平成30年2月9日 4,091,040 平成30年2月9日 ～

36 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

29年災　第416号　市道上水野線
災害復旧工事

ダイリツ
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

平成30年4月18日 8,951,040 ～ 労務単価の上昇による特例措置に伴う増額

平成30年6月25日 ～ 平成30年7月31日

当工事は、平成30年6月29日までの工期で工事
を進めているが、6月上旬より東海地方は梅雨
入りし、当該工事現場においても天候不良が続
き工事の進捗が大幅に遅れたことによる工期
延長

地内 平成30年7月4日 8,655,120 ～
仮設道路での敷鉄板の使用を取り止め、仮設
道路から崩落現場の間で使用した。これに伴い
当初の設置面積より減少したことによる減額

名張市

平成30年3月23日 ～ 平成30年7月31日

当該箇所は、通行止めによる工事を余儀なくさ
れ、百合が丘住民の通勤及び高等学校への通
学等の関係者との通行規制機関や時間帯の調
製に不測の日数を要したことによる工期延長

平成30年4月18日 13,426,560 ～ 労務単価の上昇による特例措置に伴う増額

平成30年7月25日 平成30年3月9日 ～ 平成30年12月28日

当工事は、平成30年7月31日までの工期で工事
を進めているが、6月上旬より東海地方は梅雨
入りし、当該工事現場においても天候不良が続
き工事の進捗が大幅に遅れた。また、現場の土
質が脆弱であり土羽掘削時の法面崩壊を防ぐ
為の工法検討及び交通障害に係る地元調整に
不測の日数を要したことによる工期延長

地内

名張市

平成30年4月18日 10,684,440 ～ 労務単価の上昇による特例措置に伴う増額

地内 平成30年6月1日 10,524,600 ～
現地精査において、法面清掃後に法枠の割り
付けを再検討したところ、当初計画していた吹
付法枠の数量が変更となることによる減額

下小波田

～

現地踏査した結果、補強土壁の起点及び終点
工において垂直掘削から1：0.6勾配での掘削に
よる土量の増加による増額。補強土壁の起点
及び終点における掘削断面の増加に伴い補強
土壁が増加したことによる増額。掘削断面の増
及び既存法面の崩落による法面工の増加によ
る増額。地山の土質が脆弱な不良土である為、
掘削面の安定を図り仮モルタル工を追加したこ
とによる増額。

41 法面処理
都市整備部
維持管理室

29年災　第546号　市道滝之原新
田線災害復旧工事

株式会社ホウワ
名張市箕曲中村91-
1

平成30年4月12日 10,670,400 平成30年4月12日 ～ 平成30年7月31日 現場吹付法枠工　A=248㎡

40 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

29年災　第414号　市道夏見青蓮
寺線災害復旧工事

株式会社ライフ 名張市夏秋590番地

平成30年3月9日 13,316,400 平成30年3月9日 ～ 平成30年3月29日

補強土壁工　17ｍ
法面工（張芝）　249㎡
側溝工（再利用）　20ｍ
ガードレール工（再利用）　24ｍ
アスファルト舗装　10㎡

夏見

平成30年12月6日 16,691,400

平成30年3月23日 ～ 平成30年6月29日

39 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

29年災　第550号　市道高座線災
害復旧工事

山三建設
名張市赤目町柏原
2230番地の7

平成30年3月14日 8,932,680 平成30年3月14日 ～ 平成30年3月29日
かご枠工　165ｍ
法面工（張芝）　117㎡
取付工（練石積）　3㎡

滝之原

当該箇所は、通行止めによる工事を余儀なくさ
れ、隣接農地の工作者（地権者）をはじめとする
地元農業関係者と、春の作付けに先立つ農作
業の段取りなどを調整し、作付けに対する影響
を最小限に抑えるための通行規制機関や時間
帯の調整に付属の日数を要し、工事着工が遅
れたことによる工期延長
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

平成30年3月23日 ～ 平成30年7月31日
当該箇所の隣接地への工事承諾（樹木伐採・
掘削）及び説明について、不測の日数を要し工
事着工が遅れたことによる工期延長

平成30年4月18日 20,319,120 ～ 労務単価の上昇による特例措置に伴う増額

地内 平成30年6月11日 23,124,960 ～
当初設計で、現場吹付法枠の外周延長を計上
漏れしていたことにより、法枠延長の数量が増
となることによる増額

名張市

平成30年3月23日 ～ 平成30年7月31日

当該箇所は、通行止めによる工事を余儀なくさ
れ、隣接農地の工作者（地権者）をはじめとする
地元農業関係者と、春の作付けに先立つ農作
業の段取りなどを調整し、作付けに対する影響
を最小限に抑えるための通行規制機関や時間
帯の調製に付属の日数を要し、工事着工が遅
れたことによる工期延長

平成30年4月19日 11,023,560 ～ 労務単価の上昇による特例措置に伴う増額

平成30年7月20日 ～ 平成30年9月28日

当該箇所は、特別天然記念物オオサンショウウ
オの現状変更等の調査が降雨後の河川の増
水に伴い調査日が変更になったことにより工事
開始が遅れたこと及び降雨による天候不順に
伴い工事の進捗が遅れたことによる工期延長

地内 平成30年9月7日 13,058,280 ～ 平成30年10月31日

発生土の一部が軟弱であったため、流用土か
ら購入土へ変更したことによる増額。
台風等による豪雨やそれに伴う河川の増水に
より工事の進捗が遅れたことによる工期延長。

名張市

平成30年3月23日 ～ 平成30年7月31日

当該箇所は、深野地区の生活道路で交通量も
多くなっていることから、通行止め及び片側交
互通行での施工についての地元調整、隣接地
への工事承諾（樹木伐採、掘削）及び説明に不
測の日数を要し工事着工が遅れたことによる工
期延長

地内 平成30年7月17日 12,839,040 ～ 平成30年8月31日

現場精査の結果、地山ラインが想定よりも奥に
あり、それに伴い法長の延長が伸びたことで吹
付面積が増加したことによる増額。片側交互通
行の施工について、関係機関との協議及び地
元調整、降雨による天候不順に伴う工程調整
に不測の日数を要したことによる工期延長

ワイズ
名張市下比奈知
1117

平成30年3月12日 10,351,800 平成30年3月12日

布生

44 法面処理
都市整備部
維持管理室

29年災　第549号　市道鹿高1号線
災害復旧工事

～ 平成30年3月29日
現場吹付法枠工　A=541㎡
排水工　L=24ｍ

中知山

43 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

29年災　第544号　普通河川谷奥
川災害復旧工事

株式会社テラハシ
名張市富貴ケ丘3番
町89番地

平成30年3月13日 10,991,160 平成30年3月13日 ～ 平成30年3月29日

1号箇所　L=19m
環境保全型ブロック積工　A=44㎡
小口止コンクリート工　N=2基
2号箇所　L=19ｍ
環境保全型ブロック積工　A=50㎡
小口止コンクリート工　N=1基

株式会社テラカド
名張市つつじが丘北
2番町45

平成30年3月14日 20,280,240 平成30年3月14日

～ 平成30年3月29日
コンクリート吹付工　A=728㎡
ガードレール復旧工　L=27ｍ

安部田

42 法面処理
都市整備部
維持管理室

29年災　第548号　市道国津箕曲
線災害復旧工事
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

平成30年3月23日 ～ 平成30年6月29日

当該箇所は、通行止めによる工事を余儀なくさ
れ、隣接農地の工作者（地権者）をはじめとする
地元農業関係者と、春の作付けに先立つ農作
業の段取りなどを調整し、作付けに対する影響
を最小限に抑えるための通行規制機関や時間
帯の調製に付属の日数を要し、工事着工が遅
れたことによる工期延長

平成30年4月19日 14,193,360 ～ 労務単価の上昇による特例措置に伴う増額

地内 平成30年6月26日 ～ 平成30年7月31日

片側交互通行の施工について、関係機関との
協議及び地元調整、降雨による天候不順に伴
う工程調整に不測の日数を要したことによる工
期延長

名張市

平成30年10月3日 ～ 平成30年11月7日
工期内に台風が連続で発生し降雨が続き、崩
土が含水し乾く時期が無かったため施工できな
かったことによる工期延長

地内

名張市

平成30年10月3日 ～ 平成30年11月7日
工期内に台風が連続で発生し降雨が続き、崩
土が含水し乾く時期が無かったため施工できな
かったことによる工期延長

地内

名張市

平成30年10月3日 ～ 平成30年11月30日

連続した台風の発生により崩土が含水氏施工
できない状況が続いたこと、工事用進入路のた
め借地が必要であり土地所有者の事前了解は
得ていたものの借地契約に不測の日数を要し
たことによる工期延長

地内

平成30年10月11日

法面復旧工
・法面整形工　36㎡
・かご枠工　144ｍ
・張芝工　36㎡
・仮設工　一式

緑が丘西

平成30年11月28日 7,232,760 ～

かご枠工の割栗石の規格に誤りがあったことか
ら規格を訂正したこと、除草作業・伐採作業・借
地料を追加したこと、その他実地精査による増
額

名張市安部田2385

平成30年8月30日 7,094,520 平成30年8月30日 ～

48 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

台風21号に伴う緑が丘西緑地法面
災害復旧工事（その2）

株式会社森本

平成30年10月11日

法面復旧工
・法面整形工　298㎡
・ふとん篭工　68ｍ
・張芝工　227㎡
・ネット柵工　68ｍ
・仮設工　一式

梅が丘北4番町

平成30年10月10日 5,365,440 ～
排土作業に伴い、埋まっていた既設ベンチフ
リュームに破損が発見された為、機能復旧する
必要があることによる増額

名張市箕曲中村91-
2

平成30年8月29日 5,274,720 平成30年8月29日 ～

47 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

台風21号に伴う梅が丘9号緑地法
面災害復旧工事

株式会社ホウワ

～ 平成30年10月11日

法面復旧工
・法面整形工　297㎡
・ふとん篭工　68ｍ
・張芝工　226㎡
・ネット柵工　68ｍ
・仮設工　一式

梅が丘北1番町

平成30年11月2日 5,405,400 ～ 平成30年11月21日

工事着手から台風が連続発生し降雨による崩
土の乾く時間が無かったこと、、また着手後地
元の追加要望で作業時間等の制約が発生した
ことによる工期延長。
被災断面が本年台風降雨等の影響で発生土
が流亡してしまい、購入度の追加が必要となっ
たことによる増額。

株式会社ホウワ
名張市箕曲中村91-
1

平成30年8月29日 5,280,120 平成30年8月29日

竜口

46 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

台風21号に伴う梅が丘6号緑地法
面災害復旧工事

45 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

29年災　第547号　市道竜口上三
谷1号線災害復旧工事

北都建設株式会社
名張市西原町2680
番地1

平成30年3月8日 14,158,800 平成30年3月8日 ～ 平成30年3月29日

かご枠工　L=28m
法面工（張芝）　A=290㎡
ガードレール工（復旧）　L=22m
アスファルト舗装　A=48㎡
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

平成30年10月19日 ～ 平成30年11月30日

7月から9月にかけての台風等による豪雨いよ
る天候不順により、工事の進捗が遅れたことに
より、工期内の工事完成が見込めないことによ
る工期延長

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

平成30年11月30日

区画線設置工
・実線　W=15cm  L=2,050ｍ
・破線　W=15cm  L=900m
・ゼブラ　W=45cm  L=15.0m
・文字　15ｃｍ換算　L=32.0m
・カラー舗装　A=158.0㎡

八幡他

平成30年11月15日 3,429,000 ～ 実施精査による増額

名張市つつじが丘北
2番町45

平成30年9月12日 3,419,280 平成30年9月12日 ～
56 塗装工事

都市整備部
維持管理室

市道八幡工業団地中央線外区画
線補修工事

株式会社テラカド

平成30年11月30日
舗装工
・打替え工　A=324.0㎡
区画線工　一式下小波田

平成30年11月12日 4,845,960 ～ 実施精査による増額

伊賀市西明寺485番
地の1

平成30年9月10日 4,827,600 平成30年9月10日 ～
55 ほ装工事

都市整備部
維持管理室

市道滝之原新田線舗装補修工事 株式会社橋本道路

平成30年12月28日
表層工　再生密粒度As(13)　t=5cm A=910㎡
表層工　再生粗粒度As(20)　t=5cm A=910㎡
区画線工　一式

梅が丘南1番町
外

平成30年12月14日 9,238,320 ～

既設アスファルト舗装厚は、当初設計では8ｃｍ
で計上していたが、実際は平均10ｃｍだったこと
による増額。バス停車帯の区画線の幅を30ｃｍ
から45ｃｍに変更したこと及び施工延長増によ
る増額

名張市美旗中村650
番地の1

平成30年9月10日 9,072,000 平成30年9月10日 ～

54 ほ装工事
都市整備部
維持管理室

市道大屋戸短野線舗装補修工事
株式会社富士グリーン
テック三重営業所

平成30年11月30日

舗装工
・オーバーレイ工　A=966.0㎡
・打替え工　A=122.0㎡
区画線工　一式
附帯工　一式東田原

平成30年11月15日 3,555,360 ～ 実施精査による増額

伊賀市川合3543番
地

平成30年8月24日 3,542,400 平成30年8月24日 ～
53 ほ装工事

都市整備部
維持管理室

市道うぐいす台中央線舗装補修工
事

和興舗道株式会社

平成30年11月30日
道路除草　A=36,900㎡
剪定　円筒形　N=156本　寄植　A=4㎡

東田原外

平成30年11月27日 4,343,760 ～
繁茂が多かったことに伴い処分量が増加したこ
とによる増額

名張市東田原90番
地

平成30年6月4日 4,309,200 平成30年6月4日 ～

52 屋外清掃
都市整備部
維持管理室

市道北部中央線外除草作業委託 有限会社タケシン

平成30年11月30日
道路除草　A=29,400㎡
側溝清掃　L=1,400ｍ
路面清掃　L=1.4ｋｍ

夏見外

平成30年11月12日 4,730,400 ～
市道花山線外2線の除草の追加及び他の施工
箇所で繁茂量が多かったことによる増額

名張市東町1813-15

平成30年6月5日 4,320,000 平成30年6月5日 ～

51 屋外清掃
都市整備部
維持管理室

市道夏見青蓮寺線外除草作業委
託

有限会社丸正建設

平成30年11月30日
道路除草　A=33,000㎡
剪定　A=1,680㎡

安部田外
平成30年10月15日 4,620,240 ～

市道下川原尻江1号線の道路法面の除草の追
加及び他の施工箇所で繁茂量が多かったこと、
市道広坊青蓮寺線で路肩の木の伐採の20本
追加したことによる増額。

名張市東町1813-14

平成30年6月5日 4,320,000 平成30年6月5日 ～

50 屋外清掃
都市整備部
維持管理室

市道鹿高1号線外除草作業委託 有限会社丸正建設

平成30年10月31日

現場吹付法枠工（植生）　A=568㎡
現場吹付法枠工（モルタル）　A=318㎡
モルタル吹付工　A=22㎡
排水工　L=39m

神屋

平成30年11月8日 48,280,320 ～

現地精査により推定崩土ラインが深層にあり、
崩土除去量増大による土工増による増額。崩
土除去後の法面形状変更等に伴う法枠工増に
よる増額。

名張市富貴ケ丘4番
町2581-238

平成30年5月2日 37,191,960 平成30年5月2日 ～

49 法面処理
都市整備部
維持管理室

29年災　第545号　市道小松線災
害復旧工事

Ｋ・Ｍ建設株式会社
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

地内

名張市

地内 令和1年5月20日 ～ 令和1年6月28日
想定外の天候の悪化により崩土が含水し施工
できない状況が続いたため、工期延長となっ
た。

名張市

地内

名張市

地内

平成31年3月15日 ガードレール設置・撤去工　L=190m

桔梗が丘1番町

平成31年3月11日 3,060,720 ～

本工事の施工区間に再利用可能なガードレー
ルがあり、当初設計ではそのガードレールを現
存の位置に設置したまま、前後のガードレール
を新設し擦り付けをする予定であったが、ビー
ムの割り付けが難しく施工困難であると判断し
たことから、仮撤去し新設ガードレールを含む
全延長で割り付けし直し復旧とした数量の増。
また、工事施工中に地元要望があり、剪定及び
伐採を行ったことによる数量の増。

名張市青蓮寺1172-
7

平成31年2月5日 2,716,200 平成31年2月5日 ～

60
とび・土工・コ
ンクリート工
事

都市整備部
維持管理室

市道桔梗が丘12号線防護柵整備
工事

時基建設有限会社

平成31年1月31日

①号箇所L=90m
　排水工（L型側溝布設）L=205.8m
　　　　　　（雨水排水管布設）L=105.55m
　舗装工A=183.77㎡
　伐採抜根工N=9本
②号箇所L=124.4m
　排水工（L型側溝布設）L=259.3m
　　　　　　（雨水排水管布設）L=141.2m
　舗装工A=256.2㎡
　伐採抜根工N=16本桔梗が丘2番町

平成31年1月18日 23,630,400 ～

排水工では宅地側L型側溝入替において、車の
乗入箇所については車両の出入りに伴い基礎
砕石では沈下する恐れがあったため、基礎コン
クリートに変更したことによる増額変更。
舗装工では車道側のL型側溝の入替を行った
際、勾配を確保するため一部L型側溝の高さを
既設よりも高くした箇所があり、当初設計の舗
装復旧範囲では擦り付け角度が急になることか
ら、舗装範囲を広げたことによる増額変更。
伐採抜根工では実施精査に伴う数量変更。

名張市赤目町丈六
100

平成30年8月15日 21,924,000 平成30年8月15日 ～

59 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

市道桔梗が丘中央線歩道整備工
事

合資会社三和ブロック

平成31年3月15日

法面復旧工
掘削工　2,800㎥
路体盛土工　3,160㎥
植生工　720㎡
法枠工　540㎡
排水工　286m
集水ボーリング工　242m
仮設工　1式富貴ヶ丘6番町

平成31年3月14日 ～ 令和1年5月31日

工事を進める中で土質に変化が見られたため、
土質改良のための配合試験を実施したことによ
り、不測の期間を要したこと、また、これに伴い
地元説明にも不測の期間を要したことによる。

名張市東町1827番
地5

平成30年10月5日 53,479,440 平成30年10月5日 ～

58 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

台風21号に伴う富貴ケ丘６番町緑
地法面災害復旧工事

株式会社マルト重建

平成30年12月28日
表層工　再生粗粒度As(20)　t=5cm A=1,290㎡
表層工　再生密粒度As(13)　t=5cm A=1,290㎡
区画線工　一式

春日丘5番町

平成30年11月27日 13,452,480 ～ 実施精査による増額

伊賀市西明寺478番
地

平成30年10月5日 13,446,000 平成30年10月5日 ～

57 ほ装工事
都市整備部
維持管理室

市道春日丘中央線舗装補修工事 株式会社大栄
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内 平成31年3月18日 8,182,080 ～
既設マンホールの高さが高く、マンホールの取
替を行ったことによる増額変更。

平成31年3月15日

市道さつき台1の16号線
（1号箇所）L=36.5m　打替え工A=102㎡
（2号箇所）L=25.2m　打替え工A=72㎡
（3号箇所）L=32.8m　打替え工A=92㎡
市道さつき台2の26号線
　L=160.4m　打替え工A=481㎡
市道さつき台2の23号線
　L=161.7m　打替え工A=435㎡
市道さつき台2の105号線
　L=83.5m　打替え工A=247㎡さつき台1番町

外

平成31年2月12日 ～ 平成31年3月28日

工事施工にあたり、当該施工箇所にてガス管
の更新工事を行っている近鉄ガスとの工程調
整の協議を行った。協議の結果、ガス管の更新
工事の完了予定日が当初計画より遅れること
から、本工事の工期内の完了が見込めなくなっ
たため、工期変更となった。

名張市美旗中村
650-1

平成31年1月4日 8,089,200 平成31年1月4日 ～

65 ほ装工事
都市整備部
維持管理室

市道さつき台1の16号線外3線舗装
補修工事

株式会社富士グリーン
テック三重営業所

平成31年3月15日
不陸整正工　t=2cm A=563㎡
表層工　再生密粒度As(13)　t=5cm A=563㎡

赤目町長坂

平成31年3月4日 3,476,520 ～
既設舗装厚を当初8㎝で設計していたが、実際
は10㎝であったことによる増額

伊賀市平野清水
642-26

平成30年12月3日 3,099,600 平成30年12月3日 ～

64 ほ装工事
都市整備部
維持管理室

市道赤目滝渓谷線舗装補修工事 株式会社山本工務店

平成31年3月15日

断面修復工　V=0.2㎥
ひび割れ補修工A　L=27.3m
ひび割れ保守工B　L=0.5m
表面含浸材塗布工　A=21㎡
水切り設置工　L=28m
伸縮目地設置工　L=8m
排水桝設置工　N=4箇所
親柱補修工　V=0.03㎥
仮設工　一式

布生

平成31年3月4日 6,769,440 ～
現場踏査した結果、新たに要断面補修箇所及
びひび割れ箇所を確認したことにより、補修数
量の増に伴う増額変更。

名張市箕曲中村91-
1

平成30年11月14日 5,964,840 平成30年11月14日 ～

63 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

打越橋補修工事 株式会社ホウワ

平成31年3月15日

断面修復工　V=0.03㎥
ひび割れ補修工　L=62.1m
表面含浸材塗布工　A=48㎡
水切り設置工　L=16m
伸縮目地設置工　L=16m
橋面舗装補修工　A=1.7㎡
ガードレール補修工　一式
区画線工　L=12.4m
仮設工　一式

南古山

平成31年3月4日 7,769,520 ～
施行箇所を洗浄し現場踏査した結果、新たにひ
び割れ箇所を確認したことにより、補修延長の
増に伴う増額変更。

名張市松崎町1443

平成30年11月13日 7,048,080 平成30年11月13日 ～

62 土木一式工事
都市整備部
維持管理室

うぐいす橋補修工事 株式会社菊屋

平成31年3月20日
橋梁点検業務
　・橋長L=2m以上15m未満　N=56橋
　・橋長L=15m以上　N=52橋

南古山外

平成31年2月4日 15,958,080 ～

現地踏査の結果、橋梁点検車及び高所作業車
が必要となる為の増額変更。
現地踏査の結果、橋梁条件の相違に伴い点検
日数増による増額変更。

津市納所町122

平成30年10月3日 13,489,200 平成30年10月3日 ～

61 測量一般
都市整備部
維持管理室

橋梁点検業務委託
株式会社三重中央コン
サルタント
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

地内 平成31年3月18日 5,652,720 ～ 実施精査に伴う増額変更。

名張市

地内 平成31年3月15日 4,074,840 ～ 実施精査に伴う増額変更。

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

平成31年3月15日

木製複合遊具　1基
案内板　1基
背伸ばしベンチ　1基
木製ベンチ　L=1500　1基
木製ベンチ　L=1800　1基

朝日町

平成31年3月7日 10,161,720 ～

木製複合遊具設置個所に撤去済み複合遊具
の基礎が残っており、施行の妨げになる為撤去
した。
また、地元要望により木製ベンチを1基追加設
置した。

名張市東町1827-5

平成30年12月7日 9,758,880 平成30年12月7日 ～

70
とび・土工・コ
ンクリート工
事

都市整備部
維持管理室

朝日公園木製遊具設置工事 株式会社マルト重建

平成31年3月15日
基層工　再生粗粒度As（13）t=5cm A=2,110㎡
表層工　再生密粒度As(13)　t=5cm A=2,150㎡
区画線工　一式百合が丘西1番

町外

平成31年2月27日 26,481,600 ～
事業促進のため、施工延長を延伸したことによ
る増額変更。

名張市蔵持町原出
523-7

平成31年1月4日 22,032,000 平成31年1月4日 ～

69 ほ装工事
都市整備部
維持管理室

市道青蓮寺名張線舗装補修工事 株式会社アサヒ

平成31年1月31日

上層路盤工　再生粒度調整砕石（RM-30）
　t=15cm A=1,810㎡
表層工　再生密粒度As(13)　t=5cm A=1,810㎡
区画線工　一式すずらん台東２

番町
平成31年1月23日 15,643,800 ～ 実施精査に伴う増額変更。

名張市美旗中村
650-1

平成30年10月16日 15,616,800 平成30年10月16日 ～
68 ほ装工事

都市整備部
維持管理室

市道すずらん台４号線舗装補修工
事

株式会社富士グリーン
テック三重営業所

平成31年3月15日
舗装工（打替え工）A=677㎡
区画線工 一式
仮設工　一式

桔梗が丘2番町
平成31年2月12日 ～ 平成31年3月28日

工事施工にあたり、当該施工箇所にてガス管
の更新工事を行っている近鉄ガスとの工程調
整の協議を行った。協議の結果、ガス管の更新
工事の完了予定日が当初計画より遅れること
から、本工事の工期内の完了が見込めなくなっ
たため、工期変更となった。

伊賀市西明寺485-1

平成31年1月4日 3,942,000 平成31年1月4日 ～

67 ほ装工事
都市整備部
維持管理室

市道桔梗が丘2の51号線舗装補修
工事

株式会社橋本道路

平成31年3月15日
舗装工（打替え工）A=961㎡
区画線工 一式
仮設工　一式

緑が丘中
平成31年2月12日 ～ 平成31年3月28日

工事施工にあたり、当該施工箇所にてガス管
の更新工事を行っている近鉄ガスとの工程調
整の協議を行った。協議の結果、ガス管の更新
工事の完了予定日が当初計画より遅れること
から、本工事の工期内の完了が見込めなくなっ
たため、工期変更となった。

伊賀市平野西町26

平成31年1月4日 5,583,600 平成31年1月4日 ～

66 ほ装工事
都市整備部
維持管理室

市道里夏秋線舗装補修工事
中近向井工業株式会
社
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

地内 平成31年3月20日 30,788,640 ～
地元要望により当初計画遊具を変更し、それに
伴い周辺遊具を撤去した為変更いたしたい。ま
た、実施精査により設計数量を変更となった。

名張市

地内

名張市

平成30年12月27日 3,429,000 ～ 平成31年3月28日

桜ケ丘取水場用地測量及び夏見坊垣地区内
道路改良に伴う用地測量に先立ち地籍調査を
実施する必要があるため、調査地区追加によ
る増額

名張市

地内

名張市 平成29年9月1日 126,746,640 平成29年9月1日 ～ 平成30年3月16日
配水管更新PEPΦ75mm～Φ150mm
L=249.5m
HIVPΦ40mm～Φ50mm　L=83.4m

蔵持町原出外 平成30年3月9日 ～ 平成30年4月27日
・既設舗装版ｔの厚みが当初想定より厚く、取壊
しや舗装本復旧に不測の日数を要したため

地内 平成30年4月16日 121,508,640 ～
・既設撤去配管の一部が、撤去ができない場所
であったため、撤去工と舗装復旧費の減少によ
る減額

名張市松崎町1440
番地１

75 土木一式工事
上下水道部
水道工務室

国道１６５号配水管Φ75mm外更新
工事

株式会社丸栄建設

平成31年2月28日
一ノ井市営1棟4戸・改良住宅1棟2戸の屋上防
水及び外壁改修工事一式

赤目町一ノ井
平成31年2月27日 16,933,320 ～

外壁調査による補修部分の増減額
塗装回数による増額
軒樋の脱着に伴う増額

名張市新田2205番
地3

平成30年11月14日 15,906,240 平成30年11月14日 ～

74 建築一式工事
都市整備部
営繕住宅室

一ノ井市営（1棟4戸）・改良住宅屋
上防水及び外壁改修工事

株式会社生田

平成31年3月20日
FⅠ（平尾・桜ケ丘）A=0.35㎢、FⅡ-1（平尾・桜
ケ丘）A=0.30㎢、E２（杭入れ記録）（平尾・桜ケ
丘）A=0.30㎢

平尾・桜ケ丘

地内 平成31年3月20日 884,520 ～ 令和1年9月30日
復元測量追加に伴う増額及び所有者調査に不
測の期間を要したため、工期延長

名張市桔梗が丘2-
5-75-2

平成30年8月15日 14,914,800 平成30年8月15日 ～

73 測量一般
都市整備部
用地対策室

名張⑥地区
地籍測量業務委託

桔梗測量設計株式会
社

平成31年3月15日
法枠工　A=101㎡
枠内吹付（植生基材吹付 t=50）　A=70㎡

上比奈知

平成31年3月7日 5,808,240 ～
法面掘削時に、当初設計よりも法面の崩壊が
進行していたことで、吹付枠の面積が増加した
ことによる増額変更。

名張市箕曲中村91-
1

平成30年12月5日 5,090,040 平成30年12月5日 ～

72 法面処理
都市整備部
維持管理室

30年災　第42号　市道広出兼前線
災害復旧工事

株式会社ホウワ

平成31年3月15日

滑り台（1面　H=1.5）　8基
滑り台（1面　H=2.0）　3基
滑り台（2面）　1基
滑り台（斜面型）　1基
シーソー（単列）　4基
ブランコ（2人用）　3基
ブランコ（4人用）　1基
鉄棒（3間）　7基
ジャングルジム　2基

赤目町新川外

平成31年3月13日 ～ 平成31年3月29日
遊具設置個所についての地元協議に不測の日
数を要した為、工期延長となった。

名張市夏秋129

平成30年11月14日 30,367,440 平成30年11月14日 ～

71
とび・土工・コ
ンクリート工
事

都市整備部
維持管理室

新川第２公園外遊具更新工事 株式会社ヤマモト
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市 平成29年9月1日 91,455,480 平成29年9月1日 ～ 平成30年3月16日
配水管更新PEPΦ75mm～Φ150mm
L=750.6m
HIVPΦ40mm～Φ50mm　L=102.5m

富貴ヶ丘3番町
外

平成30年3月5日 ～ 平成30年6月29日
・ガス管及び下水道管の更新工事を同時施工
したことにより、工程調整等に不測の日数を要
したため

平成30年6月26日 ～ 平成30年7月25日
・雨天が続いたことから計画していた舗装復旧
の施工ができなかったため

平成30年7月18日 118,818,360 ～

・同時施工のガス管の更新工事の施行箇所に
併せ当初計画が無かったΦ40mmとΦ50mmの
配水管更新を追加したため
・Φ50ｍｍの仮設管を露出配管としていたが、
現場精査の結果埋設配管に変更したことによる
増額
・道路管理者協議により県道部の舗装復旧を
夜間施工に変更したことによる増額
・工期の延長により仮設レンタル管借用期間の
延長による増額

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内 平成30年4月13日 93,120,840 ～

交通安全対策上、交通誘導員の配置計画を見
直し増員したことや、本現場の地質が管路埋戻
しに適さなかった為、再生砕石による埋戻しへ
変更したことによる増額変更。

既設埋設物（水道管、ガス管）の移設時期、方
法について、地元調整に不測の日数を要したこ
とに伴う工期延長。

平成30年3月19日 ～ 平成30年4月27日

・工事区域は簗瀬水路や生活排水路があり、そ
の付近を工事する際に減水や止水の処置を
行ったが、水漏れが激しく下水道工事の施工能
率が低下し日数を要したことや、私道への管渠
布設計画があり、私道土地所有者との協議に
不測の日数を要したことに伴う工期延長。

名張市東町1827番
地5

平成29年7月5日 89,067,600 平成29年7月5日 ～

80 土木一式工事
上下水道部
下水道建設室

名2（その2）枝線下水工事（南町3
工区）及び水道管移設工事

株式会社マルト重建

平成31年1月7日
戸別音聴調査N=2,148戸、路面音聴調査
L=50km、弁きょう等点検・清掃N=737箇所

黒田外

平成30年12月25日 4,784,400 ～
戸別音聴調査が1,643戸であったことと管路延
長精査による減額

大阪市淀川区西中
島4丁目6番24号

平成30年9月12日 4,935,600 平成30年9月12日 ～

79 漏水調査
上下水道部
水道工務室

男山系統南部地区管路漏水調査
外業務委託

株式会社コスモリサー
チ大阪支店

平成30年3月16日

管路施設工（開削工法）L=693.75m（管種　PRP
φ150）
マンホール設置工　N=39箇所
公共枡設置工　N=29箇所　付帯工　1式
水道管移設工事　L=318.4m

南町

平成30年3月1日 ～ 平成30年3月30日

平成30年12月28日
基準点測量1式、地形測量1式、応用測量1
式、水道施設撤去及び造成設計業務1式

富貴ヶ丘4番町

平成30年12月20日 2,357,640 平成30年11月12日 ～ 平成31年3月20日
境界不明箇所があったため、境界確定業
務の追加による増額及び工期延長

名張市平尾2980-
26

平成30年11月12日 2,206,440 平成30年11月12日 ～

78

土木関係コン
サルタント（上
水道及び工業
用水道）

上下水道部
水道工務室

富貴ヶ丘配水池撤去に伴う測量
設計業務委託

株式会社ケイテック

平成30年8月31日

分岐管付不断水仕切弁設置工Φ200N=6基
分岐管付不断水仕切弁設置工Φ250N=6基
鋳鉄管布設工　Φ200　L=27.0ｍ
鋳鉄管布設工　Φ250　L=6.3ｍ

つつじが丘北2
番町外

平成30年8月20日 30,910,680 ～

・最高区配水池流量計室の廻り配管が試掘の
結果、不断水仕切弁の位置変更を行ったことに
よる布設管路延長の増加
・道路管理者協議により流量計室上部を砕石に
よる埋戻にしたことによる撤去工等の追加によ
る増額

名張市富貴ヶ丘4番
町2581-238

平成30年5月18日 28,493,640 平成30年5月18日 ～

77 土木一式工事
上下水道部
水道工務室

つつじが丘流量計室撤去及び配水
管移設工事

K・M建設株式会社

76 土木一式工事
上下水道部
水道工務室

市道富貴ヶ丘10号線配水管Φ
150mm外更新工事

株式会社大道建設
名張市松崎町1428
番地

地内
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

名張市

地内

平成30年3月30日
当初想定以上の既設埋設管があり、その付近
を工事する際、下水道工事の施工能率が低下
したことに伴う工期延長。

平成30年3月19日 ～ 平成30年5月31日

・開削工を施工するにあたり、既設の石積が下
水道工事で一旦撤去しなければ施工できない
ことから、地権者及び道路管理者との協議に不
測の日数を要したことによる工期延長。

平成30年5月21日

平成30年10月31日

最終の移管切替作業がスムーズになるように
下流の接続部分を追加したことに伴う金額の増
額と、農繁期を避ける必要性がある事による工
期延長。

地内 平成30年10月15日 7,904,520 ～
既設舗装厚が当初の想定より厚い為、As殻の
数量が増がした事に伴う処分費の増額と、上層
路盤の築造に費用を要したことに伴う増額

81 土木一式工事
上下水道部
下水道建設室

富１号幹線下水工事（6工区）

・No.5片到達立坑において、軽量鋼矢板建込か
ら、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ工法に変更したことによる増額。
これに伴い地盤改良工についても見直しの結
果、追加施工したことによる増額。
・管布設後に石積復旧工を追加施工したことに
よる増額。

平成30年3月16日

管路施設工（開削工法）L=678.13m（管種　PRP
φ150　L=658.83m）
　（推進工法）L=80.01m（管種　HPφ400
L=75.86m）
マンホール設置工　N=38箇所、公共桝設置工
N=25箇所、付帯工　1式

朝日町

～

7,585,920 ～

株式会社生田

名張市松崎町１４２
８

平成29年8月3日 125,385,840 平成29年8月3日 ～

134,359,560 ～

82 土木一式工事
上下水道部
下水道建設室

名2（その3）枝線下水工事（朝日町
2工区）

株式会社大道建設

平成30年2月28日 ～

平成30年3月16日
管路施設工（開削工法）L=58.27m（管種　PRP
φ250　L=21.34m　PEφ200　L=32.43m）
マンホール設置工　N=4箇所　　付帯工　1式

下比奈知外

平成30年3月1日 ～ 平成30年3月30日
本工事は、下水道管が県道を横断する工事で
あり、道路管理者との協議に不測の日数を要し
たことに伴う工期延長。

平成30年3月19日 ～ 平成30年7月31日

本工事は、民間管理されている集中浄化区域
の下水道施設を公共下水道に移管するための
管渠工事であるが、現施設管理者等との協議
に不測の日数を要した為、工期内の完成が見
込めないことに伴う工期延長。

平成30年7月13日

名張市新田２２０５
番地３

平成30年2月22日 7,448,760 平成30年2月22日
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

平成30年3月16日
建築工事 1式
機械設備工事 1式
外構土木工事 1式

下比奈知
平成30年3月5日 ～ 平成30年5月31日

当該工事区域内で別工事が行われており、工
事間調整に不測の期間を要したことによる工期
延長。

平成30年4月20日 29,008,800 ～

経費算定の工期変更に伴う増額。
路盤整正工の追加による増額。
付帯工（屋根モルタル増打など）の追加による
増額。

名張市緑が丘東180
番地

平成29年9月14日 26,968,680 平成29年9月14日 ～

86 建築工事
上下水道部
下水道建設室

比奈知地区汚水処理施設上部工
建設工事（その２）

株式会社ホリオ

平成30年3月16日

中継ポンプ施設 28箇所
マンホールポンプ及び制御盤の製作・据付・調
整
マンホールポンプ施設の動作・表示等の確認試
験

下比奈知
平成30年3月5日 ～ 平成30年7月31日

同時期に実施している周辺管路工事の工事交
錯箇所において、工事間調整に不測の期間を
要したことによる工期延長。

平成30年6月11日 160,242,840 ～
引込柱の材質及び規格変更に伴う増額。
電線管布設に伴う土工等追加による増額。
交通誘導員の増加による増額。

津市安濃町草生192

平成29年9月22日 159,478,200 平成29年9月22日 ～

85
電気工事又は
機械器具設置
工事

上下水道部
下水道建設室

比奈知地区中継ポンプ施設工事 中部企業株式会社

～ 平成30年6月29日
舗装工事において他工事の工事間調整に不測
の期間を要したことによる工期延長。

平成30年6月21日 66,143,520 ～
舗装復旧面積の増加による増額。
付帯工（試掘工など）の追加による増額。
交通誘導員の増加による増額。

・2号人孔の設置について、仮設工の検討か
ら、鋼製ケーシング式土留工法（φ1800）に決
定し、現場実施したことによる増額。
・国道165号を横断して布設する圧送管及び国
道交差点付近の自然流下管との併走区間につ
いて、夜間施工で実施したことによる増額。

84 土木一式工事
上下水道部
下水道建設室

比奈知地区管路施設工事（12工
区）及び水道管移設工事

スガコー建設株式会社 名張市夏見2270番１

平成29年7月6日 59,415,120 平成29年7月6日 ～ 平成30年3月16日

管路工（自然流下） L=320m
管路工（圧送） L=449m
マンホール工 N=12箇所
中継ポンプ工 N=1箇所
取付管・公共桝工 N=2箇所

下比奈知 平成30年3月7日

平成30年7月6日 104,338,800 ～

・公園施設内での工事着手に伴う施設管理者と
の協議に不測の日数を要したことによる工期延
長。
・桝位置の変更に伴い、設計縦断の変更及び
材料発注に不測の日数を要したことに伴う工期
延長。

平成30年6月18日 ～ 平成30年7月20日

・舗装工事の工程調整の際、道路管理者との
協議に日数を要したことによる工期延長。
・舗装工事の期間において、雨天が続き工程が
遅れたことによる工期延長。

平成30年3月19日 ～ 平成30年6月29日

～ 平成30年3月30日
工区内で別途発注しているマンホールポンプ設
備工事業者との工程調整に日数を要したことに
伴う工期延長。

83 土木一式工事
上下水道部
下水道建設室

名1（その12）枝線下水工事（夏見2
工区）

株式会社テラカド
名張市つつじが丘北
２番町４５

平成29年11月16日 98,760,600 平成29年11月16日 ～ 平成30年3月16日

管路施設工（開削工法）L=1,018.44m（管種
PRPφ150　L=805.40m　PEφ100　L=192.49m）
マンホール設置工　N=30箇所、公共桝設置工
N=10箇所、付帯工　1式

夏見

平成30年1月9日
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

名張市

地内

平成31年1月30日

下水道管路施設（開削工法）
下水道用PRPφ150 169.24ｍ、下水道用PEφ
75 62.6ｍ、1号マンホール5基、レジンマンホー
ル1基、公共汚水ます4箇所、舗装工955.82ｍ
2、付帯工1式

蔵持町原出

平成31年1月21日 33,717,600 ～

道路管理者協議による国道車道切削表層の打
ち継ぎの軽減及び、近接する商業施設協議に
よる舗装工程短縮を目的とした、復旧幅員
W=2.00mの粗粒度アスファルト表層復旧作業の
追加に伴う増額。

名張市松崎町1440
番地1

平成30年9月12日 29,260,440 平成30年9月12日 ～

90 土木一式工事
上下水道部
下水道建設室

桔１（その３）枝線下水工事（原出工
区）

株式会社丸栄建設

平成31年3月15日
アスファルト舗装工　1,073㎡
上層路盤工　401㎡下比奈知

平成31年3月1日 6,173,280 ～ 現場精査に伴う数量の変更と金額の増額

伊賀市久米町841番
地の1

平成31年1月4日 6,026,400 平成31年1月4日 ～
89 土木一式工事

上下水道部
下水道建設室

富1号幹線下水工事（5工区)に伴う
舗装工事

上野舗装株式会社

平成30年12月14日

下水工事
管路施設工(開削工法)　路線延長　62.4m、管
種　PRPφ150　60.6m、マンホール設置工(馬
蹄)　1箇所　  (レジン型)3箇所、公共桝設置工
5箇所、 附帯工　一式
水道移設工事　管布設延長　53.8m

平尾

平成30年12月12日 ～ 平成31年3月15日

当該工事箇所は、通行止めによる工事を余儀
なくされ、工事箇所奥にある駐車場利用者の迂
回路作成等における関係者や土地所有者(私
道)との通行規制や時間帯の調整に不測の日
数を必要し、工事着手が遅れたことによる工期
延長。

名張市夏見2270番１

平成30年8月3日 11,310,840 平成30年8月3日 ～

88 土木一式工事
上下水道部
下水道建設室

名１・３(その2)枝線下水工事(平尾
工区)及び水道管移設工事

スガコー建設株式会社

下比奈知
平成30年3月5日 ～ 平成30年5月31日

当該工事区域内で別工事が行われており、工
事間調整に不測の期間を要したことによる工期
延長。

平成30年5月21日 6,168,960 ～

安定処理工の実施精査による増額。
舗装箇所の追加による増額。
付帯工（水道メーターボックス移設など）の追加
による増額。

名張市蔵持町原出
523番地7

平成30年1月25日 5,594,400 平成30年1月25日 ～

87 ほ装工事
上下水道部
下水道建設室

比奈知地区汚水処理施設舗装工
事

株式会社アサヒ

平成30年3月16日
舗装取壊工 A=170㎡
舗装工 A=1190㎡
安定処理工 A=340㎡
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市 平成30年10月4日 71,004,600 平成30年10月4日 ～ 平成31年3月15日

下水工事
　管路施設工（開削工法）
　管路延長　　　　　548.84ｍ
　管種　PRPφ150　　531.89ｍ
　マンホール設置工　26箇所
　公共桝設置工　　　17箇所
　附帯工　　　　　　1式
水道移設工事（HIVPφ20～PEφ150）
　管布設延長　　　　328.00ｍ

平成31年3月11日 71,004,600 ～ 平成31年3月31日

・当該工事区域内には乗馬クラブや飲食店等
が隣接しており、その付近を工事する際、施工
時期の調整に日数を要した。また、進入路付近
や交差点周辺の作業においても迂回方法や仮
駐車場への車の移動等に係る検討・協議に不
測の日数を要したことによる工期延長。

平成31年3月26日 71,004,600 ～ 令和1年5月31日
・舗装本復旧を施工する際についても、上記と
同様の検討・協議に日数を要したことによる工
期延長。

地内 令和1年5月20日 72,243,360 ～ 令和1年5月31日

・舗装復旧工において、既設舗装版が当初の
想定より厚い為、アスファルト塊及びコンクリー
ト塊の運搬費・処分費の増加による増額。
・水道移設工事において、当初布設管天を
H=0.8mとしたが、配水管が下水の取出しと干渉
することから一部H=1.0mに変更したことにより、
土工が増加。

名張市

地内

名張市 平成30年10月18日 64,976,040 平成30年10月18日 ～ 平成31年3月15日

下水工事
路線延長　768.09ｍ、開削　管布設工（PRPφ
150）　751.59ｍ、マンホール設置工（1号）15基
マンホール設置工（レジン）7基、公共桝設置工
11箇所、附帯工　1式

平成31年3月14日 64,976,040 ～ 平成31年3月29日
上水道の仮設配管は一部露出となること等か
ら移設時期や場所等の地元調整に不測の日数
を要した為

平成31年3月26日 64,976,040 ～ 令和1年9月30日

上水道の仮設配管は一部露出となること等か
ら移設時期や場所等の地元調整に不測の日数
を要した為、工事着手が遅れたこと。
また、通行止めを含む交通規制における地元
調整及びバス路線であるため三重交通との協
議等に不測の日数を要したことや、近接工事の
名1(その2)枝線下水工事(夏見4工区)や名1(そ
の12)枝線下水工事(夏見3工区)及び水道管移
設工事の進捗とも重なり、実施工程の調整等
から、現工期内での完成が見込めないことによ
る工期延長。

地内 ～

名張市蔵持町原出
623番地1

夏見

93 土木一式工事
上下水道部
下水道建設室

名1（その12）枝線下水工事（夏見5
工区）

南建設株式会社

管路施設工（開削工法）路線延長96.7ｍ、管種
PRPφ150　92.2ｍ、マンホール設置（1号）　5箇
所

夏見

平成31年2月7日 15,722,640 ～ 平成31年3月15日

・信号管理者との協議により1610M1の人孔位
置を変更したこと等による延長の変更
・既設舗装版が想定より厚かったことや、掘削
時に旧道時のコンクリート構造物が出てきたこ
と等による撤去費の変更
・切削機による施工が出来ない箇所を、人力に
よる施工に変更

平成30年10月5日 14,811,120 平成30年10月5日 ～ 平成31年3月15日

名張市蔵持町原出
623番地1

夏見

92 土木一式工事
上下水道部
下水道建設室

名1（その12）枝線下水工事（夏見4
工区）

株式会社西山建設 名張市東町1882-2

91 土木一式工事
上下水道部
下水道建設室

名1（その12）枝線下水工事（夏見3
工区）及び水道管移設工事

南建設株式会社
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

地内

名張市 平成30年10月15日 13,097,160 平成30年10月15日 ～ 平成31年3月15日

管渠詳細設計（開削工法）678ｍ
現地測量　0.06㎞2
地質調査(機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　2箇所
地質調査(試験・解析)　1式
権利調査　78筆

平成31年3月1日 ～ 平成31年3月29日
国道横断等に伴う関係機関（道路管理者）との
協議に不測の日数を要したため

平成31年3月18日 15,579,000 ～ 令和1年5月31日

・埋設物(ＮＴＴ、ガス、水道)の調査（地中レー
ダー探査）箇所を追加したことに伴う増額
・工法検討に必要となる地質を確認するため、
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ箇所を追加したことに伴う金額の増額
と、工期の延長

地内 ～

名張市

地内 平成30年1月18日 ～ 平成31年2月22日
関連工事である百合が丘系機械設備更新工事
の工期延長に伴う遠方監視装置の対向試験が
実施出来ないことによる工期延長

名張市

地内

名張市

地内

平成30年12月21日
2号マンホール N=1基、レジンマンホール N=1
基、仕切弁 N=1基

蔵持町里

平成30年12月10日 3,764,880 ～ 平成31年1月18日

・地元要望等により、マンホールポンプの設置
位置が当初から変更したことによる配管材料及
び舗装復旧範囲並びに仕様の変更に伴う増
額。
・掘削によって発生した不良な在来土を良質土
（砕石）に置換したことによる増額。
・マンホールの設置に障害となったコンクリート
擁壁等の地中埋設物の撤去に伴う増額。
・地元調整等に不測の日数を要したことによる
工期（28日間）の延長

名張市箕曲中村91-
1

平成30年10月4日 2,940,840 平成30年10月4日 ～

98 土木一式工事
上下水道部
下水道維持室

マンホール形式ポンプ場（桔1-001）
新設工事

株式会社ホウワ

平成30年12月25日 百合が丘系水道施設：送水ポンプ（6台）等更新

百合が丘

平成30年12月21日 50,643,360 ～ 平成31年1月18日
既設機器の基礎撤去及び基礎の修復が当初
設計数量よりも追加作業等が生じたことによる
増額変更及び工期延長

四日市市河原田町
1620番地1

平成30年1月25日 48,776,040 平成30年1月25日 ～

97
機械器具設置
工事

上下水道部
浄水室

百合が丘系機械設備更新工事 株式会社上田新工業

百合が丘系水道施設：受変電設備、送水ポンプ
電気設備、計装設備更新

百合が丘
平成30年12月6日 ～ 平成31年1月24日

既設計装盤から新計装盤へ切替えを行う際、
通信遮断時間を短時間抑えられる工法に変更
したことによる工期延長

平成30年1月24日 197,404,560 平成30年1月24日 ～ 平成30年12月25日

蔵持町原出

96 電気工事
上下水道部
浄水室

百合が丘系電気設備更新工事
メタウォーター株式会
社営業本部中日本営
業部

名古屋市西区名駅
二丁目２７番８号

95
土木関係コン
サルタント（下
水道）

上下水道部
下水道建設室

管渠詳細設計業務委託（富貴ケ丘
処理分区その６）蔵持町原出

株式会社トーニチコン
サルタント

ポンプ設備設置工事
　汚水用水中ポンプ　口径300mm、揚水量
11.8m3/min、出力55kw　1台
　汚水用水中ポンプ　口径300mm、揚水量
11.8m3/min、出力30kw　1台
　ポンプ付属設備　1式
　既存ポンプ設備撤去　1式
　仮設　1式

蔵持町里

～

平成31年3月20日 42,465,600 平成31年3月20日 ～ 令和1年7月31日
94

機械器具設置
工事

上下水道部
下水道建設室

中央浄化センターポンプ設備工事 邦英商興株式会社
愛知県名古屋市北
区清水三丁目１６番
１１号
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条件付き一般競争入札による契約の変更契約：予定価格２５０万円を超えるのもの　
単位：円（税込）

当初契約日
当初

契約金額
工事等の概要

商号又は名称 住所 変更契約日
変更後

契約金額
変更理由・変更概要

ＮＯ． 種別 所管 件名
契約の相手方 当初期間

変更後期間
場所

名張市

地内

名張市

平成31年2月22日 27,983,880 ～ 平成31年3月25日

人孔蓋（受枠含む）については、当初１５箇所の
内２箇所を計上していたが、他事業との調整の
結果、１５箇所の全てが施工可能となったたこと
による増額。

地内 平成31年3月11日 30,454,920 ～ 平成31年3月25日

供用中の施設の更新であることから、工事後は
即座に開放することが必要となり、通常のマン
ホールのインバート工では数日の養生期間が
必要であることから、長時間の水替えが困難な
１２か所のインバートを、数時間で解放可能な
特殊インバート工へ変更した増額。また、舗装
復旧箇所が交差点部に当たることから、巻き込
み部分や前後の舗装復旧範囲を見直したこと
による増額。

名張市

地内

名張市

地内

名張市

平成30年3月31日 15,683,058 ～

地内 平成31年3月29日 15,586,938 ～

名張市

平成29年3月28日 ～ ルート変更。（契約金額及び期間の変更なし）

平成30年3月31日 15,905,430 ～

地内 平成31年3月29日 15,922,818 ～

年度末における、登下校便数の精査による変
更

104 運送・運搬
教育委員会事務
局教育総務室

比奈知小学校スクールバス（滝
之原コース）運行業務委託

株式会社キタモリ名
張営業所

名張市蔵持町里
2255番地3

平成29年3月9日 15,624,900 平成29年4月1日 ～ 令和2年3月31日
市内小学校の統廃合により統合先の小学校へ
通学することになった児童に対するスクールバ
ス運行。（長期継続契約）

布生外

～
当初発注図面はペーパーロケーションにて作成
していたが、設計を進めるにあたり詳細測量が
必要となった。

103 運送・運搬
教育委員会事務
局教育総務室

つつじが丘小学校スクールバス
運行業務委託

深山運送有限会社
名張市東田原
2617番地1

平成29年2月14日 15,573,060 平成29年4月1日 ～ 令和2年3月31日
市内小学校の統廃合により統合先の小学校へ
通学することになった児童に対するスクールバ
ス運行。(長期継続契約）

滝之原外

102
施工計画・施
工設備及び積

算

教育委員会事務
局
国体準備室

公認ホッケー場建設に伴う詳細設
計業務委託

赤井測量設計株式会
社

名張市滝之原１０５
０番地

平成30年8月1日 4,800,600 平成30年8月1日 ～ 平成30年9月28日
ホッケー場新設の詳細設計業務
・設計計画業務、現地踏査業務等

百合が丘

平成30年9月18日 5,873,040

平成30年9月26日 37,202,760 ～

平成31年3月15日

本管布設替え（φ200㎜　Ｌ=177.15ｍ　φ250㎜
Ｌ=30ｍ　φ300㎜　Ｌ=22.85ｍ)
人孔布設替え　Ｎ=16基　取付管布設替　Ｎ=24
箇所

桔梗が丘1番町
外

101 電気工事
教育委員会事務
局
市民スポーツ室

名張市民陸上競技場照明操作盤
等改修工事

株式会社亀澤電気
名張市美旗中村７８
４番地１

平成30年7月18日 36,785,880 平成30年7月18日 ～ 平成30年9月28日
照明用操作盤1面及び分電盤8面更新　一式
ランプ、安定器取替え　一式
照明幹線設備改修　一式夏見

名張市滝之原203番
地の4

平成30年11月15日 23,436,000 平成30年11月15日 ～

100 土木一式工事
上下水道部
下水道維持室

下水道管渠長寿命化改築工事（桔
梗が丘第1処理分区）

株式会社　イワタ

電気配線のボックスの仕様及び数量変更

平成31年3月15日
河床補修工　Ｌ＝12ｍ（袋詰め玉石　46袋）
工事用道路工　Ｌ＝50ｍ（流用土　A＝249m3）

蔵持町里

平成31年3月6日 5,519,880 ～

・工事用道路工の盛土材については、公共事
業間で流用する設計でしたが搬出先の工程変
更により当現場との調整が困難となった為、購
入土に変更したこによる増額。

名張市赤目町丈六
335番地の3

平成31年1月4日 4,820,040 平成31年1月4日 ～

99 土木一式工事
上下水道部
下水道維持室

名張市中央浄化センター　放流口
補修工事

村橋造園株式会社

年度末における、登下校便数の精査による変
更
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