
（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

1 委託 ―
市立病院事
務局
総務企画室

名張市立病院等汚水処理施設保守
管理業務委託

名張市　百合が丘西1-178　地
内

有限会社ルックワークシステム
ズ

令和2年4月1日 ― 5,175,500 令和2年4月1日 令和3年3月31日

汚水処理施設
形式:合併処理方式
膜分離活性汚泥方式
処理能力:235㎥／日　　処理人員:1685人

2 委託 ―
市立病院事
務局
医事経営室

名張市立病院医事業務委託
名張市　百合が丘西1-178　地
内

株式会社ニチイ学館 令和2年5月22日 ― 13,915,000 令和2年7月1日 令和5年6月30日
名張市立病院における医事業務
・専門的な医事知識と経験を有し、当該業
務に携わる者を常駐配置。

長期継続契約
（３か年）
（月額）

3 委託 ―
市立病院事
務局
総務企画室

名張市立病院等設備総合管理業務
委託

名張市　百合が丘西1-178ほ
か　地内

近鉄ビルサービス株式会社　中
部支店名張営業所

令和2年6月22日 ― 174,240,000 令和2年7月1日 令和5年6月30日
・施設運営・管理、電気設備保守点検、空
調・給排水設備保守点検、機械設備保守
点検及び消防用設備保守点検

長期継続契約
（３か年）
（期間総額）

4 委託 ―
市立病院事
務局
総務企画室

名張市立病院等警備保安業務委託
名張市　百合が丘西1-178ほ
か　地内

近畿ビルサービス株式会社　三
重営業所

令和2年6月25日 ― 15,826,800 令和2年7月1日 令和5年6月30日

・名張市立病院、名張市立病院看護師宿
舎（院内託児所を含む）を警備対象とし、
名張市立病院１階防災センターを警備本
部とする常駐警備。

長期継続契約
（３か年）
（年額）

5 委託 ―
市立病院事
務局
総務企画室

名張市立病院等清掃消毒業務委託
名張市　百合が丘西1-178ほ
か　地内

近畿ビルサービス株式会社　三
重営業所

令和2年6月25日 ― 36,036,000 令和2年7月1日 令和5年6月30日

・名張市立病院、名張市立病院看護師宿
舎（院内託児所を含む）、名張市立病院医
師職員宿舎における、日常及び定期清掃
消毒業務委託。

長期継続契約
（３か年）
（年額）

6 物品 ―
市立病院事
務局
総務企画室

液化酸素単価契約
名張市　百合が丘西1-178ほ
か　地内

株式会社ナック　名張営業所 令和2年4月1日 ―
57

（税抜き金額）
令和2年4月1日 令和3年3月31日

・液化酸素1㎥当たりの単価とする。
　規格：35℃において1㎥
　納入場所：名張市立病院液酸タンク室

単価契約
（1㎥当たり）
予定数量：40,000㎥

7 委託 ―
市立病院事
務局
総務企画室

名張市立病院産業廃棄物収集運搬
及び処分業務委託

名張市　百合が丘西1-178　地
内

株式会社名張環境センター 令和2年7月20日 ― 2,629,000 令和2年8月1日 令和5年7月31日

・名張市立病院から排出する産業廃棄物
の収集運搬及び処分
予定数量(12か月当たり）：
廃プラスチック類18,000kg　ガラス屑
2,000kg
※収集運搬と処分を行う事業者が異なる
場合は、それぞれと契約を締結する。

長期継続契約
（３か年）
（年額）

8 委託 ―
市立病院事
務局
総務企画室

名張市立病院感染性廃棄物収集運
搬及び処分業務委託

名張市　百合が丘西1-178　地
内

三重中央開発株式会社 令和2年7月20日 ― 15,180,000 令和2年8月1日 令和5年7月31日

・名張市立病院から排出する感染性廃棄
物の収集運搬及び処分
予定数量(12か月当たり）：300,000ℓ
（収集運搬に使用する専用容器の費用を
含む）
※収集運搬と処分を行う事業者が異なる
場合は、それぞれと契約を締結する。

長期継続契約
（３か年）
（年額）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

9 物品 ―
市立病院事
務局
総務企画室

大腸ビデオスコープ及び内視鏡洗浄
装置購入

名張市　百合が丘西1-178　地
内

中辻医科器械株式会社 令和2年9月11日 ― 3,740,000 令和2年9月11日 令和2年10月30日
大腸ビデオスコープ及び内視鏡洗浄装置
の購入

10 物品 ―
市立病院事
務局
総務企画室

多項目自動血球分析装置購入
名張市　百合が丘西1-178　地
内

株式会社八神製作所　津営業所 令和2年9月16日 ― 12,100,000 令和2年9月16日 令和2年12月25日 多項目自動血球分析装置一式の購入

11 物品 ―
市立病院事
務局
総務企画室

外科及び脳外科用内視鏡手術装置
購入

名張市　百合が丘西1-178　地
内

株式会社八神製作所　津営業所 令和2年9月16日 ― 28,600,000 令和2年9月16日 令和2年12月25日
外科及び脳外科用内視鏡手術装置一式
の購入

12 工事 管工事
市立病院事
務局
総務企画室

名張市立病院医療情報室空調設備
整備工事

名張市　百合が丘西1番町　地
内

株式会社生田 令和2年2月5日 令和2年8月18日 9,537,000 令和2年2月5日 令和2年6月5日

・PAC-4空調機器オプション追加（プレナ
ム室・室内機架台）
・圧力計・玉形弁・逆止弁取替の廃止
・二方弁の取替追加
・上記に伴うコア穴あけの数量変更
・仮設用エアコンの変更
・施工アンカー試験本数の調整
空調吹き出し方向が元設計では前方に向
いておらず、プレナム室が必要であるた
め。また既設機器架台のサイズが新設機
器と合わないため、架台を新設のサイズ
に合わせたものと取替えための増額。
機器の仕様により、冷媒管の延長を50ｍ
以下とする必要があるため、ルートの変更
を行ったための減額。
冷媒管のルート変更により。一部コア穴あ
けが必要でなくなったための減額。
元設計のスポットクーラーでは仮設計空調
機稼働時の排気が困難であるため、壁掛
け式のものひ変更するための増額。
アンカー本数を見合った本数としたための
減額。

令和元年度契約
変更1回目：増額686,400円
（工期変更なし）

13 委託 ―
市立病院事
務局
総務企画室

名張市立病院等中央倉庫・MEセン
ター運営管理業務委託

名張市　百合が丘西1-178地
内

株式会社エフエスユニマネジメン
ト

平成30年5月22日 令和2年7月1日 25,414,560 平成30年7月1日 令和3年6月30日
名張市介護老人保険施設ゆりの里の閉
所等に伴う仕様変更

平成30年度契約
変更1回目：仕様書のみ変
更

14 委託 ―
市立病院事
務局
総務企画室

名張市立病院給食業務
名張市　百合が丘西1-178ほ
か　地内

株式会社マルタマフーズ 平成30年6月7日 令和2年7月1日 74,679,000 平成30年7月1日 令和3年6月30日
名張市介護老人保険施設ゆりの里の閉
所等に伴う仕様変更

平成30年度契約
変更1回目：仕様書のみ変
更

15 委託 ―
市立病院事
務局
総務企画室

名張市立病院等医療器具等洗浄・滅
菌業務委託

名張市　百合が丘西1-178地
内

株式会社フクトク 平成30年5月22日 令和2年7月1日 57,338,700 平成30年7月1日 令和3年6月30日
名張市介護老人保険施設ゆりの里の閉
所等に伴う仕様変更

平成30年度契約
変更1回目：仕様書のみ変
更
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
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【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

16 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道美旗駅前中央線舗装補修工事 名張市　美旗町中1番　地内 和興舗道株式会社 令和2年6月4日 ― 2,750,000 令和2年6月4日 令和2年8月31日

総施工延長L=77.3m
①号箇所　施工延長L=9.4m　打替え工･･･
A=49㎡
②号箇所　施工延長L=55.2m　打替え
工･･･A=341㎡
③号箇所　施工延長L=12.7m

17 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道美旗駅前中央線舗装補修工事 名張市　美旗町中1番　地内 和興舗道株式会社 令和2年6月4日 令和2年8月6日 3,106,400 令和2年6月4日 令和2年8月31日

総施工延長L=77.45m
①号箇所　施工延長L=9.65m
打替え工･･･A=50㎡
②号箇所　施工延長L=55.1m
打替え工･･･A=340㎡
③号箇所　施工延長L=12.7m
打替え工・・・Ａ＝99㎡
・既設舗装厚が当初設計より厚かったこと
による殻運搬処分量増による増額。

変更1回目：増額356,400円
（工期変更なし）

18 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道桔梗が丘中村線舗装補修工事 名張市　美旗中村　地内
株式会社富士グリーンテック　三
重営業所

令和2年6月9日 ― 4,323,000 令和2年6月9日 令和2年8月31日
施工延長L=166.9m
打替え工･･･A=804.5㎡

19 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道桔梗が丘中村線舗装補修工事 名張市　美旗中村　地内
株式会社富士グリーンテック　三
重営業所

令和2年6月9日 令和2年8月6日 4,439,600 令和2年6月9日 令和2年8月31日

施工延長L=166.9m
打替え工･･･A=804.5㎡
・地元要望により交通誘導員の追加配置
の要望があったことによる増額。

変更1回目：増額116,600円
（工期変更なし）

20 工事
土木一式工

事
都市整備部
道路河川室

市道後山線道路整備工事 名張市　奈垣　地内 株式会社生田 令和2年6月9日 ― 9,631,600 令和2年6月9日 令和2年10月30日

・土工・・・1式
・ブロック積工・・・A=84.8㎡
・排水構造物工・・・一式
・アスファルト舗装工・・・A=166.0㎡

21 工事
土木一式工

事
都市整備部
道路河川室

市道後山線道路整備工事 名張市　奈垣　地内 株式会社生田 令和2年6月9日 令和2年10月12日 9,886,800 令和2年6月9日 令和2年10月30日

・土工・・・1式
・ブロック積工・・・A=82.0㎡
・排水構造物工・・・一式
・アスファルト舗装工・・・A=180.2㎡
当初設計において、既設水道管との離隔
が十分に確保できない可能性があったた
め、横断側溝にボックスカルバートを材料
計上していたが、想定していたよりも深い
位置で水道管が埋設されていたことによ
り、横断側溝を台付管に変更をした。
ボックスカルバートに対し台付管の方が安
価であるため減額となるが、既設アスファ
ルト舗装下にコンクリート舗装が残置され
ていたことに伴いコンクリート舗装の取壊
し及び処分費を追加計上したことに伴う増
額要素が大きい為、工事全体としては増
額変更となる。

変更1回目：増額255,200円
（工期変更なし）

22 工事
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3期）

名張市　赤目町檀　地内 株式会社ホウワ 令和2年6月10日 ― 8,030,000 令和2年6月10日 令和2年11月30日

・土工・・・1式
・水路工（U-450)・・・L=26.2ｍ
・暗渠工（台付管300）・・・L=4.0ｍ
・水路工（U-300)・・・L=60.4ｍ
・集水桝工・・・N=5基
・現場打ち水路工・・・L=8.1ｍ
 ・附帯工・・・一式
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

23 工事
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3期）

名張市　赤目町檀　地内 株式会社ホウワ 令和2年6月10日 令和2年11月9日 8,031,100 令和2年6月10日 令和2年11月30日

・土工・・・1式
・水路工（U-450)・・・L=26.2ｍ
・暗渠工（台付管300）・・・L=3.3ｍ
・水路工（U-300)・・・L=60.4ｍ
・集水桝工・・・N=5基
・現場打ち水路工・・・L=8.1ｍ
・附帯工・・・一式

縞鋼板蓋の割り付けの再検討を行った結
果、寸法に変更が生じた為再見積もりを行
い単価が減額となったことによる減額変
更。
現場再精査に伴い、当初未計上であった
有筋コンクリート殻の処分費を追加計上し
たことに伴う増額変更。
現場打ち水路打設において、隣接する土
地所有者と調整を行った結果、打設期間
が制限されたことより一日の打設量を考
慮し現道上よりコンクリート打設を行うこと
とした為、交通誘導員を追加計上したこと
に伴う増額変更。

変更1回目：増額1,100円
（工期変更なし）

24 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

鴻之台3号公園駐車場整備工事 名張市　鴻之台3番町　地内 光輝建設株式会社 令和2年6月19日 ― 2,791,800 令和2年6月19日 令和2年9月30日

土工　N=一式
側溝工U-180布設替 L=13.5m
歩車道境界ブロック工　L=58m
砕石舗装工　A=528㎡
撤去工　N=一式

25 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

鴻之台3号公園駐車場整備工事 名張市　鴻之台3番町　地内 光輝建設株式会社 令和2年6月19日 令和2年9月1日 3,028,300 令和2年6月19日 令和2年9月30日

土工　N=一式
側溝工U-180布設替　L=13.9m
歩車道境界ブロック工　L=59m
砕石舗装工　A=514㎡
撤去工　N=一式
仮設工　N=一式
・乗入部に車止めを追加したことによる増
額。
・園路舗装保護のため敷鉄板を追加した
ことによる増額。
・地元要望により樹木伐採を移植に変更し
たことによる増額。

変更1回目：増額236,500円
（工期変更なし）

26 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道名張駅桔梗が丘線舗装補修工
事

名張市　蔵持町原出　地内
株式会社富士グリーンテック　三
重営業所

令和2年6月23日 ― 3,344,000 令和2年6月23日 令和2年9月30日
施工延長　L=70m
舗装工･･･A=282㎡
区画線工･･･一式

27 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道名張駅桔梗が丘線舗装補修工
事

名張市　蔵持町原出　地内
株式会社富士グリーンテック　三
重営業所

令和2年6月23日 令和2年9月1日 3,256,000 令和2年6月23日 令和2年9月30日

施工延長　L=70m
舗装工･･･A=28１㎡
区画線工･･･一式
・道路中心部のカッター切断を取り消しし
たことによる減額。

変更1回目：減額88,000円
（工期変更なし）

28 工事
とび・土工・コ
ンクリート工

事

都市整備部
維持管理室

市道名張駅桔梗が丘線車止め整備
工事

名張市　桔梗が丘3番町　地内 有限会社丸正建設 令和2年6月23日 ― 4,051,300 令和2年6月23日 令和2年9月30日
施工延長　L=262.5m
車止め設置工･･･N=90基
仮設工･･･一式
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

29 工事
とび・土工・コ
ンクリート工

事

都市整備部
維持管理室

市道名張駅桔梗が丘線車止め整備
工事

名張市　桔梗が丘3番町　地内 有限会社丸正建設 令和2年6月23日 令和2年8月4日 4,121,700 令和2年6月23日 令和2年9月30日

施工延長　L=262.5m
車止め設置工･･･N=90基
仮設工･･･一式
・街路樹の根が車止めの打ち込み時に支
障となり、交通誘導員の数量増になったこ
とに伴う増額。

変更1回目：増額70,400円
（工期変更なし）

30 工事
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3期）

名張市　青蓮寺　地内 南建設株式会社 令和2年6月23日 ― 14,688,300 令和2年6月23日 令和2年12月18日

・土工　 N=1式
・U型側溝工(300A)　 L=199m
・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(300×300B) 　N=1基
・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(300×600B) 　N=1基
・舗装工　 A=203㎡
・薄層カラー舗装　 A=197㎡

31 工事
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3期）

名張市　青蓮寺　地内 南建設株式会社 令和2年6月23日 令和2年11月3日 15,335,100 令和2年6月23日 令和2年12月18日

・土工(床掘～埋戻) N=1式
・U型側溝工(300A) L=192m
・プレキャスト集水桝(300×300B) N=1基
・プレキャスト集水桝(300×600B) N=1基
・プレキャスト集水桝(300×300A) N=3基
・PU3電柱迂回用暗渠(300×300用) N=2
箇所
・舗装工 A=219㎡
・薄層カラー舗装  A=187㎡
・起点（No.15+9.00）の既設現場打ち側溝と
新設側溝との接続方法について、新規に
集水桝（300*300A）を配置したことに伴う
増額変更。
・終点（No.25+7.68）の既設L型街渠と新設
側溝との接続方法について、新規にL型街
渠（切下げ用）、集水桝（300*300A）を配置
したことに伴う増額変更。
・既設カーブミラー及び規制標識につい
て、同位置に復旧した場合、支柱埋設位
置が歩道と重なることから、新規に電柱迂
回用側溝（300*300）を用いて移設したこと
に伴う増額変更。

変更1回目：増額646,800円
（工期変更なし）

32 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道八幡工業団地2号線舗装補修工
事

名張市　八幡　地内 株式会社アサヒ 令和2年6月25日 ― 4,796,000 令和2年6月25日 令和2年9月30日

総施工延長L=96.8m
①号箇所　L=25.2m　舗装工･･･A=163㎡
区画線工･･･一式
②号箇所　L=71.6m　舗装工･･･A=493㎡
区画線工･･･一式

33 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道八幡工業団地2号線舗装補修工
事

名張市　八幡　地内 株式会社アサヒ 令和2年6月25日 令和2年9月25日 4,808,100 令和2年6月25日 令和2年10月16日

総施工延長L=96.8m
①号箇所　L=25.2m 舗装工･･･A=163㎡
区画線工･･･一式
②号箇所　L=71.6m 舗装工･･･A=493㎡
区画線工･･･一式
・センターラインの破線を実線に変更した
ことによる増額。
・片側交互通行から通行止規制の施工に
変更したことによる舗装版切断工の減額

変更1回目：増額12,100円
工期延長（変更前：令和2
年9月30日）

34 委託 ―
都市整備部
維持管理室

桔梗が丘11号公園外管理業務委託
名張市　桔梗が丘5番町外　地
内

株式会社ヤマモト 令和2年4月1日 ― 1,485,000 令和2年4月1日 令和3年3月31日

公園
機械除草工（年2回）A＝5,390㎡/回
人力除草工（年2回）A＝280㎡/回
園地清掃（年12回）A＝6,800㎡/回
緑地機械除草工（年2回）A＝3,230㎡/回
機械除草工（年1回）A＝6,780㎡/回
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

35 委託 ―
都市整備部
維持管理室

平尾山カルチャーパーク芝生管理業
務委託

名張市　桜ケ丘　地内 株式会社ヤマモト 令和2年4月1日 ― 2,035,000 令和2年4月12日 令和3年3月31日
芝生広場 野芝管理A＝2,528㎡
芝生広場 古芝管理A＝6,332㎡
芝生築山 野芝管理A＝2,550㎡

36 委託 ―
都市整備部
維持管理室

市道北部中央線外除草作業委託 名張市　東田原外　地内 株式会社丸正建設 令和2年5月22日 ― 8,250,000 令和2年5月22日 令和2年11月30日
道路除草 A=38,300㎡
剪定 円筒形 N=156本
寄植　A=4㎡

37 委託 ―
都市整備部
維持管理室

市道北部中央線外除草作業委託 名張市　東田原外　地内 株式会社丸正建設 令和2年5月22日 令和2年9月25日 9,608,500 令和2年5月22日 令和2年11月30日

・当初設計数量より繁茂量が多かったこと
による増額変更
・交通誘導員の数量計を整数止めに見直
したことによる増額変更

変更1回目：増額1,358,500
円
（工期変更なし）

38 委託 ―
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 名張市　夏見外　地内 株式会社丸正建設 令和2年5月22日 ― 8,250,000 令和2年5月22日 令和2年11月30日
道路除草 A=31,800㎡
側溝清掃 L=1,400ｍ
路面清掃　L=1.4㎞

39 委託 ―
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 名張市　夏見外　地内 株式会社丸正建設 令和2年5月22日 令和2年10月12日 9,793,300 令和2年5月22日 令和2年11月30日

・事業量　L=28,631m
・道路除草…A=33,200㎡
・側溝清掃…L=1,400m
・路面清掃…L=1.4㎞

市道春日丘中央線の植樹帯の除草を追
加したことによる増額。
当初設計数量より繁茂量が多かったこと
による草処分費の増額。
市道春日丘中央線植樹帯除草追加による
増額。
除草面積増に伴う交通誘導員の増額。

変更1回目：増額1,543,300
円
（工期変更なし）

40 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

市道大屋戸短野線横断側溝整備工
事

名張市　梅が丘南1番町　地内 雪岡建設 令和2年7月6日 ― 2,348,500 令和2年7月6日 令和2年8月31日

排水工　　側溝蓋設置工　L=7.0ｍ
舗装工　　基層工　A=7.0㎡
表層工　A=9.0㎡
区画線工　L=3.0ｍ

41 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

市道大屋戸短野線横断側溝整備工
事

名張市　梅が丘南1番町　地内 雪岡建設 令和2年7月6日 令和2年8月18日 2,555,300 令和2年7月6日 令和2年8月31日

排水工　側溝蓋設置工　L=7.0ｍ
舗装工　基層工　A=16.0㎡
表層工　A=19.0㎡
区画線工　L=7.0ｍ
・既設舗装との擦り付けに伴い、舗装面積
増に伴う増額。
・舗装面積増に伴う区画線工の増額。
・通行車両が多く、カーブで交通誘導員増
にしたことに伴う増額。

変更1回目：増額206,800円
（工期変更なし）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
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　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
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【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

42 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道桔梗が丘1の31号線舗装補修工
事

名張市　桔梗が丘1番町　地内
株式会社富士グリーンテック　三
重事業所

令和2年7月21日 ― 4,378,000 令和2年7月21日 令和2年9月30日

総施工延長L=110.7m
1号箇所　施工延長･･･L=38.8m
舗装工 打替工･･･A=197.0㎡
区画線工･･･一式
2号箇所　施工延長･･･L=34.8m
舗装工 打替工･･･A=182.0㎡
3号箇所　施工延長･･･L=37.1m
舗装工 打替工･･･A=209.0㎡
区画線工･･･一式

43 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道桔梗が丘1の31号線舗装補修工
事

名張市　桔梗が丘1番町　地内
株式会社富士グリーンテック　三
重事業所

令和2年7月21日 令和2年9月16日 4,600,200 令和2年7月21日 令和2年9月30日

総施工延長L=110.05m
1号箇所　施工延長･･･L=37.2m
舗装工 打替工･･･A=211.0㎡
区画線工･･･一式
2号箇所　施工延長･･･L=35.0m
 舗装工 打替工･･･A=185.0㎡
3号箇所　施工延長･･･L=38.85m
舗装工 打替工･･･A=196.0㎡
区画線工･･･一式
・地元と日程調整を行っている中で施工日
時の指定があったことから進捗率が伸び
なかったことより交通誘導員が増になった
ことによる増額。

変更1回目：増額222,200円
（工期変更なし）

44 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

市道桔梗が丘61号線歩道整備工事 名張市　桔梗が丘6番町　地内 株式会社Ｄ・Ｇ・Ｙ 令和2年7月21日 ― 29,619,700 令和2年7月21日 令和3年1月29日

総施工延長　L=375.1m
①号箇所 施工延長･･･L=102.8m 排水工
L型側溝･･･L=213.3m  舗装工･･･A=249.33
㎡ 伐採抜根工･･･N=9本
②号箇所 施工延長･･･L=140.0m 排水工
L型側溝･･･L=289.05m 舗装工･･･
A=340.97㎡ 伐採抜根工･･･N=12本
③号箇所 施工延長･･･L=132.3m 排水工
L型側溝･･･L=273.85m 舗装工･･･
A=322.70㎡ 伐採抜根工･･･N=15本

45 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

市道桔梗が丘61号線歩道整備工事 名張市　桔梗が丘6番町　地内 株式会社Ｄ・Ｇ・Ｙ 令和2年7月21日 令和3年1月15日 30,914,400 令和2年7月21日 令和3年1月29日

事業量　総施工延長　L=377.1ｍ
①号箇所
施工延長…L=103.2m
排水工Ｌ型側溝…L=216.05m
舗装工…A=267.533㎡
伐採抜根工…Ｎ=9本
②号箇所
施工延長　L=141.1m
排水工Ｌ型側溝　L=286.6m
舗装工…A=350.879㎡
伐採抜根工…Ｎ=12本
③号箇所
施工延長…L=132.8m
排水工Ｌ型側溝…L=258.3m
舗装工…A=359.318㎡
伐採抜根工…Ｎ=15本
既設Ｌ型側溝均しＣｏの寸法が当初想定し
ていたものより大きかったことによる、床掘
数量及び埋戻しの増額。
既設車道の舗装面はクラック及び轍ぼれ
が激しく、舗装復旧範囲を広げたことによ
る撤去工、舗装工、区画線工の増額。
住宅の乗入箇所が多数あり、既設舗装面
が下がっていたことから、不陸整正による
補足材を追加したことによる増額。伐採伐
根工で実施精査による増額。

変更1回目：増額1,294,700
円
（工期変更なし）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

46 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道下比奈知つつじが丘線舗装補修
工事

名張市　つつじが丘北9番町
地内

株式会社アサヒ 令和2年7月22日 ― 4,675,000 令和2年7月22日 令和2年9月30日

事業量L=94.8m
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工
再生密粒度As(20)　t=5㎝　353㎡
区画線工　一式、付帯工　一式、仮設工
一式

47 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道下比奈知つつじが丘線舗装補修
工事

名張市　つつじが丘北9番町
地内

株式会社アサヒ 令和2年7月22日 令和2年9月17日 4,675,000 令和2年7月22日 令和2年10月30日

事業量L=94.8m
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工
再生密粒度As(20)　t=5㎝　353㎡
区画線工一式、付帯工一式、仮設工一式
・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。

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：令和2年9月30
日）

48 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道下比奈知つつじが丘線舗装補修
工事

名張市　つつじが丘北9番町
地内

株式会社アサヒ 令和2年7月22日 令和2年10月8日 4,732,200 令和2年7月22日 令和2年10月30日

・事業量L=94.45ｍ
・切削オーバーレイ工(再生密粒度アスコ
ン（20）　t=5㎝　A=352㎡
・区画線工　1式
・付帯工　1式
・仮設工　1式
・切削オーバーレイ工において実施精査に
よる減額。
路面切削時に既設舗装の劣化及び急カー
ブ箇所施工に伴い黄色のセンターラインを
破損してしまうことからセンターライン復旧
追加に伴う増額。
道路鋲撤去追加による増額。

変更2回目：増額57,200円
（工期変更なし）

49 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道つつじが丘南中央線歩道舗装補
修工事

名張市　つつじが丘南3番町
地内

中近向井工業株式会社 令和2年8月12日 ― 2,387,000 令和2年8月12日 令和2年10月16日
事業量L=230m
表層工　再生密粒度As(13)　t=3㎝　171㎡
仮設工　一式

50 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道つつじが丘南中央線歩道舗装補
修工事

名張市　つつじが丘南3番町
地内

中近向井工業株式会社 令和2年8月12日 令和2年10月5日 2,432,100 令和2年8月12日 令和2年10月16日

事業量L=230.05m
表層工　再生密粒度As(13)　t=3㎝
172㎡　仮設工　一式
・実施精査による増額。

変更1回目：増額45,100円
（工期変更なし）

51 工事
建築一式工

事
都市整備部
営繕住宅室

比奈知市営住宅農業集落排水接続
工事

名張市　下比奈知　地内 名正建設株式会社 令和2年8月13日 ― 11,399,300 令和2年8月13日 令和2年11月27日

・既設浄化槽から農業集落排水への接続
替え工事　一式
・簡易平家住宅の汲み取り便所の水洗化
及び、汚水・雑排水の農業集落排水への
接続工事　一式
・既設浄化槽等の撤去工事　一式

52 工事
建築一式工

事
都市整備部
営繕住宅室

比奈知市営住宅農業集落排水接続
工事

名張市　下比奈知　地内 名正建設株式会社 令和2年8月13日 令和2年11月25日 11,330,000 令和2年8月13日 令和2年11月27日

・現場調査による排水経路等の変更及び
改修内容の精査等による変更
・A棟排水経路の一部変更
・C棟洗濯機排水経路の変更
・B及びC棟便所床の変更
・A棟に水栓柱を追加

変更1回目：減額69,300円
（工期変更なし）

53 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

秀山橋補修工事 名張市　黒田　地内 株式会社中山工業 令和2年8月31日 ― 2,546,500 令和2年8月31日 令和2年11月30日

N=1橋
断面修復工･･･V=0.08㎥
地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工･･･一式
水切り設置工･･･L=10.0m
排水桝設置工･･･N=2箇所
伸縮目地設置工･･･L=6.0m
仮設工･･･一式
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（金額の単位：円）
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54 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

秀山橋補修工事 名張市　黒田　地内 株式会社中山工業 令和2年8月31日 令和2年11月17日 2,546,500 令和2年8月31日 令和2年12月18日

N=1橋
断面修復工･･･V=0.08㎥
地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工･･･一式
水切り設置工･･･L=10.0m
排水桝設置工･･･N=2箇所
伸縮目地設置工･･･L=6.0m
仮設工･･･一式
・地元調整を行ったところ神社の行事や地
区での墓地清掃等の行事が多く施工に入
れない日が長期間にわたることから工期
を延長する。

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：令和2年11月30
日）

55 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

秀山橋補修工事 名張市　黒田　地内 株式会社中山工業 令和2年8月31日 令和2年12月11日 3,230,700 令和2年8月31日 令和2年12月18日

・断面修復工　　　V=0.09㎥
・地覆コンクリート補修工　一式
・水切り設置工　　L=10.0ｍ
・伸縮目地設置工　L=6.0ｍ
・排水桝設置工　　N=2箇所
・仮設工　　　　　1式
伸縮目地設置時に舗装版及び下部工・上
部工の一部を取り壊したところ、橋梁の構
造が当初想定しものではなく、主桁の上部
に路盤（t=200)があり、その上にコンクリー
ト舗装（t=100)が施工されていた。このこと
から、伸縮目地材の充填量が増加による
増額。断面修工の増による増額。

変更2回目：増額684,200円
（工期変更なし）

56 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

向山1号橋補修工事 名張市　布生　地内 株式会社ホウワ 令和2年9月2日 ― 3,483,700 令和2年9月2日 令和2年12月18日

事業量N=1橋
断面修復工　0.04㎡
モルタル注入工　0.36㎡
水切り設置工　8.0m
伸縮目地設置工　10.0m
ガセットプレート補修工　1箇所
上部工塗装塗替え工　44.0㎡
仮設工　一式

57 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

向山1号橋補修工事 名張市　布生　地内 株式会社ホウワ 令和2年9月2日 令和2年12月8日 3,539,800 令和2年9月2日 令和2年12月18日

・断面修復工　V=0.004m³
・モルタル注入工　A=0.4㎥
・水切り設置工　L=8.0ｍ
・伸縮目地設置工　L=10.0ｍ
・ガセットプレート工　N=1箇所
・端横桁補修工　N=1箇所
・上部工塗装塗替工　A=44㎡
・仮設工　1式
ケレン作業後、腐食が進行している箇所
が露呈したため補修材を取り付けたことに
よる増額。当初撤去する予定であったコン
クリート構造物が水道管保護コンクリート
であったため、撤去を取り止めたことによ
る減額。断面補修工とカセットプレート補
修工で実施精査による増額。

変更1回目：増額56,100円
（工期変更なし）

58 工事
土木一式工

事
都市整備部
道路河川室

市道柏原北戸1号線道路改良工事
（第1期）

名張市　赤目町柏原　地内 Ｋ・Ｍ建設株式会社 令和2年9月2日 ― 8,521,700 令和2年9月2日 令和3年2月26日

・道路土工・・・N=1式
・舗装止工・・・L=32.0m
・重力式擁壁工・・・L=27.1m
・集水桝工・・・N=2基
・U型側溝工・・・L=56.7ｍ
・アスファルト舗装工・・・A=267㎡
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は
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◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。
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業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

59 工事
土木一式工

事
都市整備部
道路河川室

市道柏原北戸1号線道路改良工事
（第1期）

名張市　赤目町柏原　地内 Ｋ・Ｍ建設株式会社 令和2年9月2日 令和3年1月15日 9,473,200 令和2年9月2日 令和3年2月26日

・道路土工…N=1式
・重力式擁壁工…L=29.3ｍ
・鍬止擁壁工・・・L=9.4ｍ
・U型側溝工…L=40.5ｍ
・現場打水路工・・・20.2ｍ
・舗装止工…L=32.0ｍ
・集水桝工…N=1基
・アスファルト舗装工…A=259㎡
・地元協議の結果、宅地及び畑への進入
路に対する取り付け擁壁が必要不可欠で
あったことから、鍬止擁壁等を追加計上し
たことによる増額。
・既設アスファルト舗装版下にCo版が残置
されていたことによる、Co版取壊し及び運
搬・処分数量の増加に伴う増額。
・現場精査の結果、コンクリート舗装面積
が増加したことに伴う増額。
・現場精査の結果、U型側溝布設箇所にお
ける張りコンクリート面積が増加したことに
よる増額。
・擁壁工等作業日数の増加に伴い、交通
誘導員数が増加することによる増額。

変更1回目：増額951,500円
（工期変更なし）

60 工事
土木一式工

事
都市整備部
道路河川室

市道西原開拓線道路路側整備工事
(第1期)

名張市　西原町　地内 株式会社ホウワ 令和2年9月2日 ― 18,058,700 令和2年9月2日 令和3年2月26日

・土工・・・1式
・U型側溝設置工・・・L=59.8m
・アスファルト舗装版切削工・・・A=283.4㎡
・自由勾配側溝設置工・・・L=71.4m
・アスファルト舗装工・・・A=1076.7㎡

61 工事
土木一式工

事
都市整備部
道路河川室

市道西原開拓線道路路側整備工事
(第1期)

名張市　西原町　地内 株式会社ホウワ 令和2年9月2日 令和3年2月1日 18,957,400 令和2年9月2日 令和3年2月26日

・土工（掘削～埋戻～残土処分）…一式
・U型側溝設置工…L=68.1ｍ
・自由勾配側溝設置工…L=76.7ｍ
・舗装版切削工・・・A=275.6㎡
・アスファルト舗装工…A=1150.2㎡
・当初設計において横断側溝を既設利用
することとしていたが、集水桝取付け時に
既設横断側溝が想定していたよりも傷ん
でおり、また舗装本復旧に際し、高さ調整
が必要となることから、横断側溝の改良を
追加計上したことによる増額。
・既設擁壁の根入れが想定していたよりも
浅かったことによりコンクリート撤去数量が
減少したことに伴う減額。
・既設舗装との継ぎ目部において、擦り付
け区間を延長したことにより舗装打設面積
が増加したことに伴う増額。

変更1回目：増額898,700円
（工期変更なし）

62 工事
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
6期）

名張市　蔵持町原出　地内 有限会社中嶋工業 令和2年9月4日 ― 11,165,000 令和2年9月4日 令和3年2月26日
・道路土工・・・N=1式
・現場打ちL型擁壁工・・・L=31m
・仮設工・・・N=1式
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（金額の単位：円）
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【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

63 工事
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
6期）

名張市　蔵持町原出　地内 有限会社中嶋工業 令和2年9月4日 令和3年2月10日 13,204,400 令和2年9月4日 令和3年3月19日

・道路土工…N＝1式
・現場打ち逆L型擁壁工…L=31ｍ
・現場打ち逆T型擁壁工…L=4.0m
・仮設工…N=1式
・市道赤坂夏秋橋線道路事業（東町桔梗
～上野名張）においては早期完工が求め
られているが一部用地未取得地が存在
し、現在も継続的に用地交渉を行ってい
る。その為、本工事の施行範囲において
は当該未取得地への掘削影響等に配慮
し、逆L型擁壁G～Iブロックまでを完工させ
る計画である。しかし、工事着手に伴い隣
接土地所有者に説明を行ったところ、逆T
式擁壁Jブロック付近において境界を明確
にする為構造物を設けるよう強く要望され
た。この為、施行の可否について検証を
行った結果、現地土質については逆L型擁
壁G～Iブロック付近と変わらず良質であ
り、支持地盤層についても想定通りであっ
たことから、逆T式擁壁Jブロックの施行に
ついても可能であると判断した。以上のこ
とから、逆T式擁壁Jブロックを本工事施行
範囲に追加したことによる増額。
・逆T式擁壁Jブロックの追加施行に伴い
土工、擁壁工等日数を要することから、工
期の延長を行う。（21日延長）

変更1回目：増額2,039,400
円
工期延長（変更前：令和3
年2月26日）

64 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道梅が丘北中央線舗装補修工事
名張市　梅が丘北1番町ほか
地内

株式会社富士グリーンテック　三
重営業所

令和2年9月15日 ― 10,450,000 令和2年9月15日 令和2年12月11日

表層工　再生密粒度As（13）　ｔ＝5㎝
A=900㎡
基層工　再生密粒度As（13）　ｔ＝5㎝
A=900㎡
樹脂系すべり止め舗装工　　　A=24㎡
区画線工　一式

65 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道梅が丘北中央線舗装補修工事
名張市　梅が丘北1番町ほか
地内

株式会社富士グリーンテック　三
重営業所

令和2年9月15日 令和2年12月10日 10,979,100 令和2年9月15日 令和2年12月11日

・事業量　L=150.3ｍ
・表層工　再生密粒度As（13）t=5cm 、
A=904㎡
・基層工…再生密粒度As（13）t=5cm、
A=904㎡
・樹脂系すべり止め舗装工…A=24㎡
・区画線工　1式
当初設計では、既設舗装厚はｔ=8㎝だった
が、舗装版破砕時に既設舗装厚がｔ=10㎝
であったことによる土工の減額及び撤去
工事の増額。実施精査に伴う舗装面積の
増額。
バス停車帯の区画線工の積算計上を破
線45㎝から破線30㎝に変更したことによる
減額。
速度表示の区画線工の積算計上を白色
から黄色に変更したことによる増額。

変更1回目：増額529,100円
（工期変更なし）

66 工事
土木一式工

事
都市整備部
道路河川室

市道青蓮寺名張第2号線道路整備工
事

名張市　青蓮寺　地内 株式会社テラハシ 令和2年9月16日 ― 15,975,300 令和2年9月16日 令和3年2月26日

伐木除根工 N=1式
土工N=1式
ブロック積擁壁工 A=115㎡
かご枠工 A=21㎡
小型重力式擁壁工 V=0.5㎥
排水構造物工 N=1式
舗装工 A=190㎡
 附帯工 N=1式
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

67 工事
土木一式工

事
都市整備部
道路河川室

市道青蓮寺名張第2号線道路整備工
事

名張市　青蓮寺　地内 株式会社テラハシ 令和2年9月16日 令和3年2月1日 19,037,700 令和2年9月16日 令和3年3月12日

・ブロック積擁壁工…A=114㎡に変更
・舗装工…A=250㎡に変更
・かご枠工施工に伴う床掘を行ったところ、
湧水が多量かつ広範囲に分付し基礎地盤
が軟弱であったため、対策として栗石によ
る置換基礎工と透水材（単粒砕石）・暗渠
排水管による湧水処理工を追加したこと
による増額。
・当初工事施工箇所の路面排水（側溝）は
起点側の既設側溝に接続し、全量を流下
させる計画であったが、工事箇所周辺は
谷地形のため、降雨時には既設側溝に流
水が集中し、下流の宅地付近で溢水する
可能性があることから、工事施工箇所の
排水を起点側と終点側に分水するため、
道路横断溝・集水桝・暗渠排水管を追加し
たことによる増額。
・側溝布設に際し、隣接土地法面裾を掘
削したところ軟弱であった。埋戻し当初予
定の土羽擦付けのみの施工では今後道
路側に崩壊の恐れがあることから、側溝
横に土留め工を追加したことによる増額。
・№6付近右側の私道への乗入れ口付近
は法面勾配が急であり、崩落の危険があ
るが車両の待避所としても使用している。
本工事施工時に対策の要望があった。現
状確認したところ、崩落の危険があること
から対策が必要と判断。対策として、法面
掘削工及び法面整形工（張り芝）を追加し
たことによる増額。また、本工事で影響の
ある私道との取付け部においてコンクリー
ト舗装を追加したことによる増額。
・損傷が激しい舗装箇所の舗装打替工及

変更1回目：増額3,062,400
円
工期延長（変更前：令和3
年2月26日）

68 工事
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4期)

名張市　家野　地内 有限会社日新商会 令和2年9月17日 ― 32,190,400 令和2年9月17日 令和3年3月17日

・土工・・・1式
・U型側溝布設工・・・L=178.6ｍ
・コンクリートブロック積工・・・A=119.6㎡
・現場打ち集水桝工・・・N=14箇所
・暗渠排水管布設工(Φ800～Φ900)・・・
L=99.4ｍ
・アスファルト舗装工・・・A=292.1㎡

69 工事
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4期)

名張市　家野　地内 有限会社日新商会 令和2年9月17日 令和3年3月16日 32,190,400 令和2年9月17日 令和3年4月30日

・土工（掘削～埋戻～残土処分）…N=1式
・コンクリートブロック積工…A=119.6㎡
・暗渠排水管布設工（φ800～φ900）…
L=99.4ｍ
・U型側溝布設工…L=178.6ｍ
・現場打ち集水桝工…N=14箇所
・アスファルト舗装工…A=292.1㎡
・前年度に完工している砕石舗装道路に
おいて、河川の増水により砕石舗装の一
部が侵食されていた為、本工事にコンク
リート舗装の追加を行った。また、本事業
箇所進入路にあたる既設道路の傷みが激
しい為、当該箇所の道路補修を追加した。
以上の追加により、工期内完工が困難で
あるので工期延長を行う。（44日延長）

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年3月17
日）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

70 工事
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4期)

名張市　家野　地内 有限会社日新商会 令和2年9月17日 令和3年4月16日 35,390,300 令和2年9月17日 令和3年4月30日

事業延長L=105.4ｍ
・土工（掘削～埋戻～残土処分）　N=1式
・コンクリートブロック積工　A=119.6㎡
・暗渠排水管布設工（φ700～φ900）
L=93.7ｍ
・U型側溝布設工　L=231.8ｍ
・現場打ち集水桝工　N=13箇所
・アスファルト舗装工　A=303.6㎡
・側溝蓋設置・コンクリート舗装の追加によ
る増額
・道路側溝補修・コンクリート舗装補修追
加による増額
・前年度施工箇所において、河川の増水
等による浸食の影響で陥没等が多く見受
けられた川沿い道路のコンクリート舗装を
追加計上したことによる増額。
・土工、附帯工、構造物取壊し工につい
て、現場再精査に伴う増額。

変更2回目：増額3,199,900
円
（工期変更なし）

71 工事 舗装工事
都市整備部
道路河川室

市道夏見青蓮寺線道路改良工事（第
2期）に伴う舗装工事

名張市　夏見　地内
株式会社富士グリーンテック
三重営業所

令和2年2月19日 令和2年4月10日 6,803,500 令和2年2月19日 令和2年5月29日

・上層路盤工・・・A=795㎡
・アスファルト舗装工・・・A=837㎡
・薄層カラー舗装工・・・A=170㎡
・区画線工・・・L=292m
・附帯工・・・N=1式
・本工事舗装計画高と次年度以降施工箇
所の既存舗装高との間に擦り付けが必要
な段差が生じることから、それら解消に必
要とされる舗装面積の増加。
・本工事箇所と次年度以降施工箇所の接
続部分においては道路幅員の減少が余
儀なくされることから、車両等の安全な通
行を確保する為に、外側線及び車線誘導
標等での誘導を行うことによる附帯工の追
加計上。

令和元年度契約
変更2回目：増額247,500円
（工期変更なし）

72 工事

「造園工事」
又は「とび・
土工・コンク
リート工事」

都市整備部
維持管理室

つつじが丘公園ほか遊具更新工事
名張市　つつじが丘南5番町
外　地内

ワイズ 令和2年1月6日 令和2年4月10日 26,419,800 令和2年1月6日 令和2年5月15日

・滑り台(1面､H=1.5)　N=4基
・滑り台(1面､H=2.0)　N=1基
・シーソー(単列)　　　 N=1基
・ブランコ(2人用)    　N=2基
・鉄棒(3間)　   　　　  N=1基
・複合遊具(中)　　　　N=2基
・複合遊具(小)　　　　N=1基
・ジャングルジム　 　 N=1基
・バランスウォーク　　N=１基
残土処分が追加になったことによる増額。
重機搬入により工事を実施したことにより
敷鉄板を敷設したことによる増額。遊具撤
去時のコンクリート取壊し数量増による増
額。

令和元年度契約
変更2回目：増額1,182,500
円
（工期変更なし）

73 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

市道エクセルハイツ1号線雨水排水管
整備工事

名張市　新田　地内 株式会社森本 令和元年12月5日 令和2年4月28日 9,820,800 令和元年12月5日 令和2年6月30日

・事業量　L=28.7ｍ
・土工　N=1式　法面工　N=1式
・排水工　側溝敷設 L=32.0ｍ
・管渠敷設　L=16.0m　人孔　N=2基
・桝設置　N=4箇所
・舗装工　A=140.0㎡
・付帯工　N=1式
・撤去工　N=1式
工事箇所にて、地下沈砂槽の上部に水道
管が敷設されており、地下沈砂槽の撤去
が出来ないため水道管移設工事をするこ
とにより工程調整に不測の日数を要したこ
とにより工期を令和2年6月30日までの61
日間延長。

令和元年度契約
変更2回目：工期延長のみ
（変更前：令和2年4月30
日）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

74 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

市道エクセルハイツ1号線雨水排水管
整備工事

名張市　新田　地内 株式会社森本 令和元年12月5日 令和2年6月26日 10,791,000 令和元年12月5日 令和2年6月30日

・事業量　L=29.4ｍ
・土工　N=1式　法面工　N=1式
・排水工　側溝敷設 L=45.0ｍ
・管渠敷設　L=25.0m
・人孔　N=2基
・桝設置　N=4箇所
・舗装工　A=154.0㎡
・付帯工　N=1式
・撤去工　N=1式
工事箇所にて、水道管及び不明管が埋設
されている恐れがあることから試掘を追加
したことによる増額。地下沈砂槽取壊し時
に、近接の側溝のクラック目地抜けが激し
いことにより側溝を取替を追加したことに
よる増額。既設埋設管の痛みが激しかっ
たことにより雨水排水管の取替を追加した
ことによる増額。既設舗装面と新設横断側
溝との1擦りつけに伴いL型側溝の取替を
追加したことによる増額。人孔へのヒュー
ム管を追加したことと補強コンクリートを追
加したことによる増額。既設アスファルト舗
装厚は、当初5㎝であったが実際は、12㎝
だったことによる取壊数量増による増額。
既設舗装面との擦りつけに伴う舗装面積
増に増額。植生土のうの面積減による減
額。事業量増に伴う交通誘導員数量の増
額。

令和元年度契約
変更3回目：増額970,200円
（工期変更なし）

75 工事
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2期）

名張市　青蓮寺　地内 スガコー建設株式会社 令和2年2月21日 令和2年6月4日 13,512,400 令和2年2月21日 令和2年6月30日

・土工(床掘～埋戻～残土処分) N=1式
・舗装工 A=253㎡
・薄層カラー舗装 A=156㎡
・U型側溝工(300A) L=163m
・U型側溝工(240) L=4m
・鉄筋コンクリート台付管(φ300) L=9m
・プレキャスト集水桝(300×600A) N=2基
・プレキャスト集水桝(300×300A) N=2基
・暗渠排水管(VUφ300) L=3m
・市道檀青蓮寺線の道路排水（側溝）との
接続について、当初設計では、プレキャス
ト側溝での接続（L=3.0ｍ）を計画していた
が、一部で現場打ち水路となり、作業が煩
雑となること、また、接続部は歩行者が横
断する箇所となることを考慮し、暗渠（VU
φ300 L=3.0m）及び集水桝（300*300A 2箇
所）で接続する工法に変更したことによる
増額変更。
・路側整備箇所隣接地において、損傷が
激しい舗装の打ち替え並びに、車道外側
線の延長、センターラインの復旧を新規計
上したことに伴う増額変更。

令和元年度契約
変更2回目：増額481,800円
（工期変更なし）

76 物品 ―
危機管理室

ドーム型パーテーション購入
名張市　鴻之台1番町ほか　地
内

モリシマ商事 令和2年9月29日 ― 9,477,600 令和2年9月29日 令和3年3月19日
避難所用ドーム型パーテーション（パー
テーション及び専用屋根）の購入
数量　240セット

77 物品 ―
危機管理室

発電機及びコードリール購入
名張市　鴻之台1番町ほか　地
内

モリシマ商事 令和2年9月29日 ― 13,476,320 令和2年9月29日 令和3年3月19日
発電機及びコードリールの購入
数量　発電機104台、コードリール104台
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

78 物品 ―
危機管理室

パーテーション購入
名張市　鴻之台1番町ほか　地
内

モリシマ商事 令和2年9月29日 ― 16,878,400 令和2年9月29日 令和3年3月19日
避難所用パーテーションの購入
数量　560張

79 工事
土木一式工

事
産業部
農林資源室

新田6期地区用水施設整備工事（そ
の3）

伊賀市　比土　地内 株式会社イワタ 令和2年9月4日 ― 26,466,000 令和2年9月4日 令和3年2月28日
高密度ポリエチレン管（φ700）　L=197.5m
沈砂桝　N=2カ所
土工1式

80 工事
土木一式工

事
産業部
農林資源室

新田6期地区用水施設整備工事（そ
の3）

伊賀市　比土　地内 株式会社イワタ 令和2年9月4日 令和3年2月19日 26,466,000 令和2年9月4日 令和3年3月22日

・高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(φ700）L=197.5m
・沈砂桝 N=2カ所
・土工一式
管路延長の延伸、風雨による倒木発生の
ため。

変更1回目；工期延長のみ
（変更前：令和3年2月28
日）

81 工事
土木一式工

事
産業部
農林資源室

新田6期地区用水施設整備工事（そ
の3）

伊賀市　比土　地内 株式会社イワタ 令和2年9月4日 令和3年3月15日 30,030,000 令和2年9月4日 令和3年3月22日

・高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(φ700）L=211.0m
・沈砂桝 N=2カ所
・土工一式
受注生産品の納入に不足の日数を要した
ため。

変更2回目：増額3,564,000
円
（工期変更なし）

82 工事
土木一式工

事
産業部
農林資源室

赤目町星川地内用水路施設整備工
事

名張市　赤目町星川　地内 雪岡建設 令和2年9月11日 ― 3,215,300 令和2年9月11日 令和3年2月26日
水路布設替え　L=80.0m
接続管布設　　L=1.2m
土工1式

83 工事
土木一式工

事
産業部
農林資源室

赤目町星川地内用水路施設整備工
事

名張市　赤目町星川　地内 雪岡建設 令和2年9月11日 令和2年11月18日 3,924,800 令和2年9月11日 令和3年2月26日

・水路布設替え　L=92.0m
・接続管布設　L=3.7m
・土工一式
布設工の延長増加のため。

変更1回目：増額709,500円
（工期変更なし）

84 工事
鋼構造物工

事
産業部
農林資源室

三ヶ村水路水門設置工事 名張市　夏見　地内 スガコー建設株式会社 令和2年9月14日 ― 2,053,700 令和2年9月14日 令和3年1月29日
鋼製スルースゲート設置　N=1基
土工1式

85 工事
鋼構造物工

事
産業部
農林資源室

三ヶ村水路水門設置工事 名張市　夏見　地内 スガコー建設株式会社 令和2年9月14日 令和3年1月26日 2,108,700 令和2年9月14日 令和3年1月29日
水門周辺の水路劣化による、水門への影
響を防ぐための水路補修。

変更1回目：増額55,000円
（工期変更なし）

86 工事
土木一式工

事
産業部
農林資源室

小湯の井堰災害復旧工事 名張市　赤目町柏原　地内 株式会社咲勝建設 令和2年2月5日 令和2年4月10日 4,889,500 令和2年2月5日 令和2年4月20日

・土工 N=一式
・コンクリート工 V=12m3
・フトン篭工 L=42m
・仮設工 N=一式
現場精査による見直し（契約金額の変更
なし）

令和元年度契約
変更2回目：仕様変更のみ
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

87 物品 ―
消防本部
消防総務室

小型動力ポンプ軽積載車（トラックタイ
プ）購入

名張市　鴻之台１番町　地内 三重保安株式会社　津支店 令和2年6月8日 ― 9,680,000 令和2年6月8日 令和3年3月26日
小型動力ポンプ軽積載車（トラックタイプ）
２台購入

88 物品 ―
消防本部
消防総務室

小型動力ポンプ付軽搬送車購入 名張市　鴻之台１番町　地内 株式会社山口商会 令和2年6月10日 ― 4,750,900 令和2年6月10日 令和3年3月26日 小型動力ポンプ付軽搬送車１台購入

89 物品 ―
名張消防署
救急室

高規格救急自動車購入 名張市　鴻之台１番町　地内
日産プリンス三重販売株式会社
名張蔵持店

令和2年6月19日 ― 17,926,700 令和2年6月19日 令和3年2月26日
高規格救急自動車1台及び車両積載資機
材の購入

90 物品 ―
名張消防署
救急室

救命処置用資機材購入 名張市　鴻之台１番町　地内 中辻医科器械株式会社 令和2年8月11日 ― 12,540,000 令和2年8月11日 令和3年2月26日 救命処置用資機材購入

91 物品 ―
名張消防署
消防救助室

災害対応特殊化学消防ポンプ自動車
（Ⅱ型）（消防自動車購入）

名張市　鴻之台１番町　地内 株式会社モリタ東海 令和2年8月13日 ― 63,690,000 令和2年8月14日 令和3年3月19日
災害対応特殊化学消防ポンプ自動車（Ⅱ
型）1台及び資機材一式の購入。

92 工事
土木一式工

事
消防本部
消防総務室

公共施設耐震性貯水槽新設工事（滝
之原地内）

名張市　滝之原　地内 村橋造園株式会社 令和2年7月6日 ― 7,687,900 令和2年7月6日 令和2年9月30日

・土工・・・1式
・耐震性貯水槽（40㎥）・・・N=1基
・張りコンクリート工・・・A=28㎡
 ・アスファルト舗装工・・・A=3㎡

93 工事
土木一式工

事
消防本部
消防総務室

公共施設耐震性貯水槽新設工事（滝
之原地内）

名張市　滝之原　地内 村橋造園株式会社 令和2年7月6日 令和2年9月7日 8,665,800 令和2年7月6日 令和2年9月30日
予定の設置箇所が軟弱地盤であり、設置
箇所変更を変更する必要があったため。

変更1回目：増額977,900円
（工期変更なし）

94 工事
建築一式工

事
消防本部
消防総務室

井手・結馬・坂之下地区コミュニティ消
防センター新築工事

名張市　井手　地内 株式会社大道建設 令和2年9月4日 ― 21,560,000 令和2年9月4日 令和2年12月28日

・コミュニティ消防センター新築工事 一式
　鉄骨造 平屋建て　37.5㎡
・上記工事に伴う電気及び機械設備工事
一式

95 工事
建築一式工

事
消防本部
消防総務室

井手・結馬・坂之下地区コミュニティ消
防センター新築工事

名張市　井手　地内 株式会社大道建設 令和2年9月4日 令和2年10月28日 24,291,300 令和2年9月4日 令和3年1月15日

想定よりも現場発生土の土質が悪く、安全
に工事用用地として利用することが困難で
あり、発生土の改良工事を行ったほか、地
中障害物の除去、平板載荷試験を追加す
る等を行ったため。

変更1回目：増額2,731,300
円
工期延長（変更前：令和2
年9月4日）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

96 工事
建築一式工

事
消防本部
消防総務室

井手・結馬・坂之下地区コミュニティ消
防センター新築工事

名張市　井手　地内 株式会社大道建設 令和2年9月4日 令和2年12月23日 24,302,300 令和2年9月4日 令和3年1月15日
擁壁の仕様変更、道路境界明示を追加し
たため。

変更2回目：増額11,000円
（工期変更なし）

97 委託 ―
教育委員会
事務局
教育総務室

各小中学校消防用設備保守点検業
務委託

名張市　丸之内ほか　地内 榛原防災センター　名張営業所 令和2年7月21日 ― 3,850,000 令和2年7月21日 令和3年3月31日

消防法第17条の3の3の規定による消防設
備点検委託業務　　小学校(14校),中学校
(5校)
1．総合点検－夏休み中に実施
2. 機能点検－3月の春休み中に実施

98 物品 ―

名張市教育
委員会事務
局
学校教育室

名張市各小中学校タブレット端末等
購入

名張市　丸之内ほか　地内
株式会社松阪電子計算センター
名張営業所

令和2年8月13日 ― 266,145,440 令和2年8月13日 令和3年1月29日
タブレット端末等購入
iPad及びキーボード付きケース　5,920台
MDM（一括管理サービス）ライセンス5年分

99 工事
建築一式工

事

教育委員会
事務局
市民スポー
ツ室

名張市民ホッケー場倉庫新築及び屋
外電気設備工事

名張市　百合が丘西5番町　地
内

光輝建設株式会社 令和2年7月6日 ― 3,637,700 令和2年7月6日 令和2年9月7日

名張市民ホッケー場倉庫新築工事　一式
床面積約33㎡
屋外電気設備工事　　屋外コンセント　3か
所

100 工事
建築一式工

事

教育委員会
事務局
市民スポー
ツ室

名張市民ホッケー場倉庫新築及び屋
外電気設備工事

名張市　百合が丘西5番町　地
内

光輝建設株式会社 令和2年7月6日 令和2年8月20日 4,306,500 令和2年7月6日 令和2年9月7日

１．仮設鉄板敷き追加（地盤表層軟弱）
２．建物位置を変更によるコンクリート等増
（既設縁石が新設建物と近く、施工性が悪
い　　ため、建物位置をずらしたことによ
る）
３．露出配管を埋設配管へ変更（安全面及
びコスト面）
４．配管塗装の取止め
５．側溝敷設追加（地盤表層が軟弱である
ことから、建物排水が必要であるため）

変更1回目：668,800円増額
（工期変更なし）

101 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

百合が丘小学校太陽光発電設備整
備工事

名張市　百合が丘東9番町　地
内

株式会社生田 令和2年7月29日 ― 38,123,800 令和2年7月29日 令和2年12月28日

太陽光発電設備整備工事　一式
・百合が丘小学校
太陽光モジュール10kW　蓄電池15kWh以
上　ほかパワーコンディショナー等

102 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

百合が丘小学校太陽光発電設備整
備工事

名張市　百合が丘東9番町　地
内

株式会社生田 令和2年7月29日 令和2年12月21日 36,480,400 令和2年7月29日 令和2年12月28日

・蓄電池盤位置変更及び計装ｹｰﾌﾞﾙ、幹
線の変更
・接続箱位置及び配線経路の変更
・上記変更に伴うﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの数量の変更
・KPEV-S1.25sq-1P追加
・敷鉄板取止め

変更1回目：減額1,643,400
円
（工期変更なし）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

103 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

桔梗が丘南小学校太陽光発電設備
整備工事

名張市　桔梗が丘5番町　地内 株式会社菊屋 令和2年7月29日 ― 40,976,100 令和2年7月29日 令和2年12月28日

太陽光発電設備整備工事　一式
・桔梗が丘南小学校
太陽光モジュール10kW　蓄電池15kWh以
上　ほかパワーコンディショナー等

104 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

桔梗が丘南小学校太陽光発電設備
整備工事

名張市　桔梗が丘5番町　地内 株式会社菊屋 令和2年7月29日 令和2年12月21日 40,272,100 令和2年7月29日 令和2年12月28日

・KPEV-S1.25sq-1P追加
・ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ取止め×2
・貫通処理取止め
・敷鉄板取止め

変更1回目：減額704,000円
（工期変更なし）

105 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

蔵持小学校太陽光発電設備整備工
事

名張市　蔵持町原出　地内 株式会社テラカド 令和2年7月29日 ― 42,493,000 令和2年7月29日 令和2年12月28日

太陽光発電設備整備工事　一式
・蔵持小学校
太陽光モジュール10kW　蓄電池15kWh以
上　ほかパワーコンディショナー等

106 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

蔵持小学校太陽光発電設備整備工
事

名張市　蔵持町原出　地内 株式会社テラカド 令和2年7月29日 令和2年12月25日 41,723,000 令和2年7月29日 令和2年12月28日
・計装ｹｰﾌﾞﾙの追加
・敷鉄板取止め

変更1回目：減額770,000円
（工期変更なし）

107 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

名張小学校太陽光発電設備整備工
事

名張市　丸之内　地内 小川電気工業株式会社 令和2年7月29日 ― 43,864,700 令和2年7月29日 令和2年12月28日

太陽光発電設備整備工事　一式
・名張小学校
太陽光モジュール10kW　蓄電池15kWh以
上　ほかパワーコンディショナー等

108 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

名張小学校太陽光発電設備整備工
事

名張市　丸之内　地内 小川電気工業株式会社 令和2年7月29日 令和2年12月21日 42,784,500 令和2年7月29日 令和2年12月28日

・KPEV-S1.25sq-1P追加
・接続箱－蓄電池盤の配線経路変更
・蓄電池盤－特定負荷盤の配線経路変更
・低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ（600V DV38sq-3C）取
止め
・KPEV-S1.25sq 埋設取止め
・架台基礎周囲の防水をｳﾚﾀﾝ系塗膜防水
に変更

変更1回目：減額1,080,200
円
（工期変更なし）

109 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

すずらん台小学校太陽光発電設備整
備工事

名張市　すずらん台東3番町
地内

株式会社ヤマタケ 令和2年7月29日 ― 45,203,400 令和2年7月29日 令和2年12月28日

太陽光発電設備整備工事　一式
・すずらん台小学校
太陽光モジュール10kW　蓄電池15kWh以
上　ほかパワーコンディショナー等

110 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

すずらん台小学校太陽光発電設備整
備工事

名張市　すずらん台東3番町
地内

株式会社ヤマタケ 令和2年7月29日 令和2年12月25日 45,215,500 令和2年7月29日 令和2年12月28日 ・計装ｹｰﾌﾞﾙの追加
変更1回目：増額12,100円
（工期変更なし）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

111 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

桔梗が丘中学校太陽光発電設備整
備工事

名張市　桔梗が丘7番町　地内 株式会社ヤマタケ 令和2年7月29日 ― 56,640,100 令和2年7月29日 令和2年12月28日

太陽光発電設備整備工事　一式
・桔梗が丘中学校
太陽光モジュール25kW　蓄電池22kWh以
上　ほかパワーコンディショナー等

112 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

桔梗が丘中学校太陽光発電設備整
備工事

名張市　桔梗が丘7番町　地内 株式会社ヤマタケ 令和2年7月29日 令和2年12月21日 56,185,800 令和2年7月29日 令和2年12月28日

・KPEV-S1.25sq-1P追加
・PF-28追加
・ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ追加×1
・KPEV-S1.25sq 埋設から架空に変更
・分電盤構成ﾎﾞｯｸｽ取止め
・ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ追加（1日）
・敷鉄板取止め

変更1回目：減額454,300円
（工期変更なし）

113 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

薦原・梅が丘小学校太陽光発電設備
整備工事

名張市　薦生ほか　地内 株式会社テラカド 令和2年7月29日 ― 67,122,000 令和2年7月29日 令和2年12月29日

太陽光発電設備整備工事　一式
・薦原小学校
太陽光モジュール10kW　蓄電池15kWh以
上　ほかパワーコンディショナー等
・梅が丘小学校
蓄電池15kWh以上　ほかパワーコンディ
ショナー等

114 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

薦原・梅が丘小学校太陽光発電設備
整備工事

名張市　薦生ほか　地内 株式会社テラカド 令和2年7月29日 令和2年12月25日 66,214,500 令和2年7月29日 令和2年12月29日

（薦原）
・配管配線経路変更
（梅が丘）
・鋼管柱取止め
（薦原・梅が丘）
・計装ｹｰﾌﾞﾙの追加
・敷鉄板取止め

変更1回目：減額907,500円
（工期変更なし）

115 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

桔梗が丘・桔梗が丘東小学校太陽光
発電設備整備工事

名張市　桔梗が丘3番町ほか
地内

株式会社生田 令和2年7月29日 ― 69,135,000 令和2年7月29日 令和2年12月28日

太陽光発電設備整備工事　一式
・桔梗が丘小学校
太陽光モジュール10kW　蓄電池15kWh以
上　ほかパワーコンディショナー等
・桔梗が丘東小学校
太陽光モジュール10kW　蓄電池15kWh以
上　ほかパワーコンディショナー等

116 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

桔梗が丘・桔梗が丘東小学校太陽光
発電設備整備工事

名張市　桔梗が丘3番町ほか
地内

株式会社生田 令和2年7月29日 令和2年12月25日 67,863,400 令和2年7月29日 令和2年12月28日

（桔梗が丘東）
・ﾌｪﾝｽ仕様変更
（桔梗が丘・桔梗が丘東）
・計装ｹｰﾌﾞﾙの追加
・配線配管経路変更
・敷鉄板取止め

変更1回目：減額1,271,600
円
（工期変更なし）

117 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

美旗小学校太陽光発電設備整備工
事

名張市　新田　地内 モリデン株式会社 令和2年7月29日 ― 71,970,800 令和2年7月29日 令和2年12月28日

太陽光発電設備整備工事　一式
・美旗小学校
太陽光モジュール25kW　蓄電池22kWh以
上　ほかパワーコンディショナー等

118 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

美旗小学校太陽光発電設備整備工
事

名張市　新田　地内 モリデン株式会社 令和2年7月29日 令和2年12月25日 71,847,600 令和2年7月29日 令和2年12月28日

・計装ｹｰﾌﾞﾙの追加
・避雷銅線の配線替え
・配管仕様変更
・敷鉄板取止め

変更1回目：減額123,200円
（工期変更なし）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

119 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

比奈知・つつじが丘小学校太陽光発
電設備整備工事

名張市　下比奈知ほか　地内 株式会社生田 令和2年7月29日 ― 87,562,200 令和2年7月29日 令和2年12月28日

太陽光発電設備整備工事　一式
・比奈知小学校
太陽光モジュール25kW　蓄電池22kWh以
上　　ほかパワーコンディショナー等
・つつじが丘小学校
太陽光モジュール10kW　蓄電池15kWh以
上　　ほかパワーコンディショナー等

120 工事 電気工事
教育委員会
事務局
教育総務室

比奈知・つつじが丘小学校太陽光発
電設備整備工事

名張市　下比奈知ほか　地内 株式会社生田 令和2年7月29日 令和2年12月21日 85,894,600 令和2年7月29日 令和2年12月28日

（つつじが丘）
・接続箱及び接続箱－蓄電池盤の配線経
路変更
・上記に伴う計装ｹｰﾌﾞﾙ及び感染経路変
更
（比奈知・つつじが丘）
・KPEV-S1.25sq-1P追加
・接続箱位置の変更等に伴うﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの
変更
・敷鉄板取止め

変更1回目：減額1,667,600
円
（工期変更なし）

121 工事
土木一式工

事

教育委員会
事務局
市民スポー
ツ室

メイハンスタジアム（名張市民野球
場）改修工事

名張市　夏見　地内 株式会社福山工務店 令和2年9月3日 ― 41,008,000 令和2年9月3日 令和3年2月26日
グラウンド施設改修工・・・1式
グラウンド施設撤去工・・・1式
仮設工・・・1式

122 工事
土木一式工

事

教育委員会
事務局
市民スポー
ツ室

メイハンスタジアム（名張市民野球
場）改修工事

名張市　夏見　地内 株式会社福山工務店 令和2年9月3日 令和3年2月10日 41,008,000 令和2年9月3日 令和3年3月19日
・グラウンド施設改修エ
・グラウンド施設撤去エ

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年2月26
日）

123 工事
土木一式工

事

教育委員会
事務局
市民スポー
ツ室

メイハンスタジアム（名張市民野球
場）改修工事

名張市　夏見　地内 株式会社福山工務店 令和2年9月3日 令和3年2月26日 46,002,000 令和2年9月3日 令和3年3月19日
・内野黒土舗装
・排水施設
・スコアボード補修

変更2回目：増額4,994,000
円
（工期変更なし）

124 コンサル ―
教育委員会
事務局
教育総務室

各小中学校太陽光発電設備整備工
事監理業務委託

名張市　丸之内ほか　地内 白鳳アーキテック株式会社 令和2年8月12日 ― 3,300,000 令和2年8月12日 令和3年1月11日

・下記小中学校の太陽光発電設備整備工
事監理業務委託一式
（薦原・梅が丘小学校、比奈知・つつじが
丘小学校、桔梗が丘・桔梗が丘東小学
校、名張小学校、蔵持小学校、美旗小学
校、桔梗が丘南小学校、すずらん台小学
校、百合が丘小学校、桔梗が丘中学校）

125 委託 ―
教育委員会
事務局
教育総務室

名張市小中学校校内ネットワーク整
備業務委託

名張市　丸之内ほか　地内 株式会社テラカド 令和2年9月16日 ― 210,100,000 令和2年9月16日 令和3年2月26日
名張市内19小中学校の校内高速無線
LAN整備業務による設計及び整備業務
一式
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

126 委託 ―
教育委員会
事務局
教育総務室

名張市小中学校校内ネットワーク整
備業務委託

名張市　丸之内ほか　地内 株式会社テラカド 令和2年9月16日 令和2年11月18日 237,305,200 令和2年9月16日 令和3年2月26日
・別途調達のiPad端末への無料ｱﾌﾟﾘの追
加設定業務

変更1回目：増額
27,205,200円
（工期変更なし）

127 委託 ―
教育委員会
事務局
教育総務室

名張市小中学校校内ネットワーク整
備業務委託

名張市　丸之内ほか　地内 株式会社テラカド 令和2年9月16日 令和2年12月25日 240,182,800 令和2年9月16日 令和3年2月26日

・無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄの数量及び設定追
加×12台
・小学校14校 PC教室用Ｌ2ｽｲｯﾁの機種変
更及び中古品変更減額
・中学校5校 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ設置工事
追加
・南中学校 L2ｽｲｯﾁ数量変更及び設定
HAB盤　各1台

変更2回目：増額2,877,600
円
（工期変更なし）

128 委託 ―
教育委員会
事務局
教育総務室

名張市小中学校校内ネットワーク整
備業務委託

名張市　丸之内ほか　地内 株式会社テラカド 令和2年9月16日 令和3年2月22日 240,182,800 令和2年9月16日 令和3年3月19日

新型コロナウイルスにより三重県が緊急
警戒宣言が2月7日から3月7日まで延長さ
れたことにより工事日程の調整委不測の
日数を要したことによる工期延長

変更3回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年2月26
日）

129 工事
建築一式工

事

教育委員会
事務局
図書館

名張市立図書館開架室吊天井等改
修及び照明設備改修工事

名張市　桜ケ丘　地内 株式会社大道建設 令和2年7月28日 ― 39,286,500 令和2年7月28日 令和2年12月18日
開架室天井落下防止等対策工事　一式
排煙設備（非常電源含む）改修工事　一式
開架室照明設備改修工事　一式

130 工事
建築一式工

事

教育委員会
事務局
図書館

名張市立図書館開架室吊天井等改
修及び照明設備改修工事

名張市　桜ケ丘　地内 株式会社大道建設 令和2年7月28日 令和2年12月4日 39,755,100 令和2年7月28日 令和2年12月18日

・ネット端部に補助ネットを追加
ネットを設置したところ、落下した天井が
滑った時に窓ガラスを割る可能性が予想
された
・壁クロス貼紙範囲変更
壁クロスの張替範囲を最小減で工事をし
た。
・外部植栽の一部撤去追加
資材搬入仮設通路の確保をする際、植栽
が干渉したため。

変更1回目：増額468,600円
（工期変更なし）

131 委託 ―
地域環境部
環境対策室

東山墓園管理業務委託（清掃・施錠） 名張市　下比奈知　地内 株式会社ヤマモト 令和2年4月1日 ― 2,178,000 令和2年4月1日 令和3年3月31日 清掃工、施設管理一式

132 委託 ―
地域環境部
環境対策室

名張市斎場定期清掃業務委託
名張市　滝之原4538番地2　地
内

株式会社オーブ 令和2年4月13日 ― 583,000 令和2年4月13日 令和3年3月31日 名張市斎場定期清掃業務　一式

133 委託 ―
地域環境部
環境対策室

東山墓園管理業務委託（除草・剪定） 名張市　下比奈知　地内 株式会社ヤマモト 令和2年4月30日 ― 3,828,000 令和2年4月30日 令和2年12月31日 除草工、除草抜根工、剪定工  一式
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

134 物品 ―
地域環境部
環境対策室

名張市斎場用ＬＰガス（イ号プロパン）
の単価契約（前期分）

名張市　滝之原4538番地2　地
内

名張近鉄ガス株式会社 令和2年4月1日 ―
65

（税抜き金額）
令和2年4月1日 令和2年9月30日

・ＬＰガス（イ号プロパン）１㎏当たりの単価
とする
・納入場所　名張市斎場

単価契約
（1kg当たり）
予定数量：25,000kg

135 物品 ―
地域環境部
環境対策室

名張市斎場用ＬＰガス（イ号プロパン）
の単価契約（後期分）

名張市　滝之原4538番地2　地
内

名張近鉄ガス株式会社 令和2年9月15日 ―
70

（税抜き金額）
令和2年10月1日 令和2年3月31日

・ＬＰガス（イ号プロパン）１㎏当たりの単価
とする
・納入場所　名張市斎場

単価契約
（1kg当たり）
予定数量：36,000㎏

136 委託 ―
地域環境部
環境対策室

水質等調査分析委託
名張市　下比奈知　ほか　地
内

株式会社中部環境技術センター 令和2年7月22日 ― 704,000 令和2年7月22日 令和3年3月17日
市内中小河川及び工場排水の水質調査
土壌、河川底質調査
大気中の粉じん量調査

137 工事
土木一式工

事
地域環境部
環境対策室

東山墓園災害復旧工事 名張市　下比奈知　地内 スガコー建設株式会社 令和元年10月11日 令和2年3月13日 125,400,000 令和元年10月11日 令和2年6月30日

崩土搬出作業と同時に墓石・遺骨等の捜
索及び引上げ作業を行っているが、捜索
及び引上げ作業には手作業が伴うことか
ら作業進捗に不測の日数を要したため。

令和元年度契約
変更1回目：工期延長のみ
（変更前令和2年3月19日）

138 工事
土木一式工

事
地域環境部
環境対策室

東山墓園災害復旧工事 名張市　下比奈知　地内 スガコー建設株式会社 令和元年10月11日 令和2年6月15日 125,400,000 令和元年10月11日 令和2年9月30日

崩土搬出作業では、墓石・遺骨等の捜索
及び引上げ作業を同時に進める必要があ
り、手作業を伴うことから作業進捗に不測
の日数を要したため。崩土搬出後に判明
した調整池の形状等に伴う設計変更にお
いても日数を要したため。

令和元年度契約
変更2回目：工期延長のみ
（変更前令和2年6月30日）

139 工事
土木一式工

事
地域環境部
環境対策室

東山墓園災害復旧工事 名張市　下比奈知　地内 スガコー建設株式会社 令和元年10月11日 令和2年9月28日 125,400,000 令和元年10月11日 令和3年1月29日

梅雨の長雨等の影響により、作業に不測
の日数を要することとなった。工事箇所は
特に土壌の雨水排出能力が低く、長雨や
ゲリラ豪雨になれば土壌が緩い飽和状態
が続き、重機等も動かせないなど土工事
の現場作業が滞った。また、園路復旧後
の合同追悼所整備の方針が定まったこと
から、崩落際等の整備も含めた工程管理
を組むことで、崩落箇所においてより　安
全に施工ができ、安定的に復旧箇所の整
備を行うこどができるとともに、園路復旧
及び周辺整備等を含め一体として復旧し
完成が求められていることから、本工事と
崩落際法面等造成工事（別途契約）を一
体として施工を行ったため。

令和元年度契約
変更3回目：工期延長のみ
（変更前令和2年9月30日）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

140 工事
土木一式工

事
地域環境部
環境対策室

東山墓園災害復旧工事 名張市　下比奈知　地内 スガコー建設株式会社 令和元年10月11日 令和3年1月25日 136,538,600 令和元年10月11日 令和3年3月19日

復旧事業では、被災墓石の処分にあた
り、被災墓石を専用重機で破砕し、小割し
た被災墓石を復旧する崩落箇所の敷地に
埋め戻す（暗渠機能として活用）処分方法
が、産業廃棄物（がれき類）扱いとしての
処分より安価にできることや、被災墓石が
東山墓園の地に帰るという被災者心情に
配慮し、被災墓石の破砕、敷設作業の実
施を決定。今般、被災墓石の処分を本工
事及び付随工事の工程に組み込むことに
より処分の対応が可能となるとともに、こ
れに伴い被災墓石の埋戻しによる盛土部
分の十分な安定補強を図る必要があるこ
とから、同時整備している本工事及び付随
工事の一体施工を引続き行う必要があ
る。また、変更内容として、主に令和２年１
月に国に承認いただきました補助対象項
目の見直し（崩落土置場整備の一部が補
助対象として認定）を行うとともに、工事実
施に伴い地層で確認できた土工数量等の
変更や崩落土内等に含まれていた廃棄物
処分などに対して変更が生じています。こ
うしたことを踏まえ、被災墓石の処分、埋
戻し施工とともに、変更内容を精査するた
め。

変更4回目：増額
11,138,600円
工期延長
（変更前：令和3年1月29
日）

141 工事
土木一式工

事

上下水道部
下水道建設
室

小1号幹線下水工事（4工区）
名張市　桔梗が丘西3番町外
地内

株式会社テラハシ 令和2年5月20日 ― 37,448,400 令和2年5月20日 令和2年10月30日

路線延長 L=208.0m
下水道管路施設
管渠（開削工）HPφ600 L=208.0m
マンホール設置 N=5基
舗装工 A=693.0㎡

142 工事
土木一式工

事

上下水道部
下水道建設
室

小1号幹線下水工事（4工区）
名張市　桔梗が丘西3番町外
地内

株式会社テラハシ 令和2年5月20日 令和3年10月15日 39,480,100 令和2年5月20日 令和2年10月30日

下水道管路施設
管渠（開削工）HPφ600　L=208.1ｍ
マンホール設置　N=5基
舗装工　A=711.3ｍ2
・舗装面積の増加、路面切削工の追加に
よる増額
・付帯工(試掘・基礎地盤置換・水替)の追
加による増額

変更1回目：増額2,031,700
円
（工期変更なし）

143 工事 解体工事
上下水道部
水道工務室

富貴ケ丘配水池及び高架タンク撤去
工事

名張市　富貴ケ丘4番町　地内 有限会社日新商会 令和2年6月11日 ― 8,910,000 令和2年6月11日 令和2年10月30日

地下水槽取壊し工　V=129㎥
高架タンク取壊し工　V＝65㎥
宅地造成工　A=405㎡
仮設足場　N=一式

144 工事 解体工事
上下水道部
水道工務室

富貴ケ丘配水池及び高架タンク撤去
工事

名張市　富貴ケ丘4番町　地内 有限会社日新商会 令和2年6月11日 令和2年10月16日 9,277,400 令和2年6月11日 令和2年10月30日

・歩行者の安全確保のため、足場を追加し
た。
・樹木の伐採を追加し、それに伴い処分費
等も増えた。
上記理由により増額変更を行った。

変更1回目：増額367,400円
（工期変更なし）

145 委託 ―
上下水道部
下水道維持
室

中央浄化センター分析検査 名張市　蔵持町里　地内
株式会社エヌ・イーサポート　名
古屋支店

令和2年4月1日 ― 1,749,000 令和2年4月1日 令和3年3月31日
中央浄化センター分析検査　１式
・流入水、放流水（処理水）、脱水汚泥、廃
酸（水質測定廃液）

146 委託 ―
上下水道部
下水道維持
室

春日丘住宅地汚水処理施設　維持管
理業務委託

名張市　春日丘　地内
近畿環境サービス株式会社　名
張事業所

令和2年4月1日 ― 7,865,000 令和2年4月1日 令和3年3月31日
・春日丘住宅地汚水処理施設　維持管理
業務　1式
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（金額の単位：円）
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契約金額又は

変更後契約金額
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（単価契約の場合は、単
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【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

147 委託 ―
上下水道部
浄水室

水道水水質検査等業務委託 名張市　下比奈知外　地内
株式会社環境科学研究所　三重
営業所

令和2年4月13日 ― 4,262,500 令和2年4月13日 令和3年3月31日 水銀及びその化合物等の検査 複数単価契約

148 物品 ―
上下水道部
下水道維持
室

中央浄化センターポリ塩化アルミニウ
ム単価契約

名張市　蔵持町里　地内 株式会社日吉 令和2年4月1日 ―
249

（税抜き金額）
令和2年4月1日 令和3年3月31日

・10kg当たりの単価とする
・予定数量　　約182,000kg
・納入場所　　名張市中央浄化センター
・納入規格　　タンクローリー　5t以上

単価契約
（10ｋｇ当たり）
予定数量：約182,000kg

149 物品 ―
上下水道部
下水道維持
室

中央浄化センター高分子凝集剤単価
契約

名張市　蔵持町里　地内
近畿環境サービス株式会社　名
張事業所

令和2年4月1日 ―
17,600

（税抜き金額）
令和2年4月1日 令和3年3月31日

・1袋当たりの単価とする
・予定数量　　約450袋（10kg/袋）
・納入場所　　名張市中央浄化センター

単価契約
（1袋当たり）
予定数量：約450袋

150 物品 ―
上下水道部
経営総務室

統一型電子式タテ型ウォルトマン水道
メーター（φ50mm・φ75mm・φ
100mm）新品購入、小修理、大修理の
単価契約

名張市　下比奈知　地内 東洋計器株式会社　名古屋支店 令和2年4月1日 ― 4,035,790 令和2年4月1日 令和3年3月31日

統一型電子式タテ型ウォルトマン水道メー
ター新品購入、小修理、大修理
予定数量（年間）　新品購入3個、小修理
34個、大修理17個
統一型電子式タテ型ウォルトマン水道メー
ター（φ50㎜・φ75㎜・φ100㎜）

複数単価契約

151 物品 ―
上下水道部
経営総務室

乾式直読型水道メーター（φ13mm・
φ20mm・φ25mm）新品購入、小修
理、大修理の単価契約

名張市　下比奈知　地内 東洋計器株式会社　名古屋支店 令和2年4月1日 ― 6,553,800 令和2年4月1日 令和3年3月31日

乾式直読型水道メーターの新品購入、小
修理、大修理
予定数量（年間）　新品購入3個、小修理
3,292個、大修理1,640個
乾式単箱直読型水道メーター（φ13㎜）
乾式複箱直読型水道メーター（φ20㎜・φ
25㎜）

複数単価契約

152 物品 ―
上下水道部
浄水室

水道用水酸化ナトリウム（25％溶液）
の単価契約

名張市　下比奈知外　地内 和正産業株式会社 令和2年4月13日 ―
215

（税抜き金額）
令和2年4月13日 令和3年3月31日

10kg当たりの単価とする
予定数量　　59,000kg
納入場所　　富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄
水場

単価契約
（10kg当たり）
予定数量：59,000kg

153 物品 ―
上下水道部
浄水室

水道用次亜塩素酸ナトリウムの単価
契約

名張市　下比奈知外　地内 和正産業株式会社 令和2年4月13日 ―
285

（税抜き金額）
令和2年4月13日 令和3年3月31日

10kg当たりの単価とする
予定数量　　144,000kg
納入場所　　富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄
水場

単価契約
（10kg当たり）
予定数量：144,000kg

154 物品 ―
上下水道部
浄水室

水道用ポリ塩化アルミニウムの単価
契約

名張市　下比奈知外　地内 岩森薬品化工株式会社 令和2年4月13日 ―
230

（税抜き金額）
令和2年4月13日 令和3年3月31日

10kg当たりの単価とする
予定数量　　494,000kg
納入場所　　富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄
水場

単価契約
（10kg当たり）
予定数量：494,000kg

155 物品 ―
上下水道部
浄水室

水道用粉末活性炭（ドライ）の単価契
約

名張市　下比奈知外　地内 有限会社日新薬品 令和2年4月15日 ― 2,343 令和2年4月15日 令和3年3月31日

10kg当たりの単価とする
予定数量　　54,000kg
納入場所　　富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄
水場

単価契約
（10kg当たり）
予定数量：54,000kg

156 工事
土木一式工

事

上下水道部
下水道建設
室

中央浄化センター増設に伴う1次造成
工事

名張市　蔵持町里　地内 時基建設有限会社 令和2年7月28日 ― 27,478,000 令和2年7月28日 令和3年1月18日
造成工事
・土工　　10,100㎥
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

157 工事
土木一式工

事

上下水道部
下水道建設
室

中央浄化センター増設に伴う1次造成
工事

名張市　蔵持町里　地内 時基建設有限会社 令和2年7月28日 令和3年12月22日 33,331,100 令和2年7月28日 令和3年1月18日

・残土仮置場(つつじが丘最終処分場)にお
いて、広さや残土の置方、将来の埋戻(生
活排水処理施設及び水処理施設分)を行
う際の使い方等の面で、当初設計時想定
(生活排水処理施設分のみの埋戻量分)し
ていた残土仮置地より、条件の良い場所
を発注後に承認頂き、残土仮置地を変更
したことに伴い、残土仮置地の整備として
計上していた除草面積が増えたことによる
増額変更
・掘削土の搬出入ルートにおいてトラフィカ
ビリティを確認したところ、10tDTが走行す
る為には敷鉄板が必要となったことに伴
い、敷鉄板の敷設・撤去等追加することに
よる増額変更
・掘削範囲内の一部が、中央浄化センター
の維持管理上発生した土砂の仮置場とし
て使用されていた為、その代替措置として
土砂の投入が出来るﾏﾝﾎｰﾙを2基新たに
設置することによる増額変更

変更1回目：増額5,853,100
円
（工期変更なし）

158 工事
土木一式工

事

上下水道部
下水道建設
室

小1号幹線下水工事（5工区）
名張市　桔梗が丘西3番町ほ
か　地内

株式会社山﨑建設 令和2年7月28日 ― 62,749,500 令和2年7月28日 令和3年2月26日

路線延長 L=135.6m
下水道管路施設
管渠（推進工）HPφ600 L=122.2m
管渠（開削工）HPφ600 L= 13.4m
立坑 N=1箇所
マンホール設置 N=2基
舗装工 A= 65.0㎡

159 工事
土木一式工

事

上下水道部
下水道建設
室

小1号幹線下水工事（5工区）
名張市　桔梗が丘西3番町ほ
か　地内

株式会社山﨑建設 令和2年7月28日 令和2年12月3日 65,611,700 令和2年7月28日 令和3年2月26日

・推進仮設計画の仕様変更
民間駐車場を推進設備の仮設ヤードとし
て利用する事に伴い、終日片側交互通行
規制をせずに工事を進めることが可能と
なる。このため、道路利用者、周辺の店
舗・駐車場利用者への工事影響を軽減で
きることから推進仮設計画の仕様を変更し
た。不稼働時の交通管理工は減額となる
が、覆工板開閉作業等の追加により機械
器具供用日数が増加することによる推進
工関連工種で増額。
・交通管理計画の変更（推進稼働時）
現場精査に伴い、交通規制範囲内にある
店舗、駐車場の利用者が多く、臨機応変
な対応が必要である為、仮設信号機によ
る交通規制から交通誘導員に変更したこ
とに伴う増額。

変更1回目：増額2,862,200
円
（工期変更なし）

160 工事
土木一式工

事

上下水道部
下水道建設
室

小1号幹線下水工事（5工区）
名張市　桔梗が丘西3番町ほ
か　地内

株式会社山﨑建設 令和2年7月28日 令和3年2月3日 66,218,900 令和2年7月28日 令和3年2月26日

下水道管路施設
　管渠（推進工）HPφ600　L=122.6ｍ
　管渠（開削工）HPφ600　L=12.9ｍ
　立坑　N=1箇所
　マンホール設置　N=2基
　舗装工　A=197ｍ2
・これまでの試掘、及び調査に伴う舗装切
断個所において、舗装復旧個所を追加し
たことによる増額

変更2回目：増額607,200円
（工期変更なし）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

161 工事
土木一式工

事
上下水道部
水道工務室

国道165号配水管φ100㎜ほか更新
工事

名張市　桔梗が丘5番町　地内 株式会社大道建設 令和2年7月28日 ― 120,418,100 令和2年7月28日 令和3年3月18日

・配水用ポリエチレン管ＨＰＰＥφ100mm
L=979.3ｍ
・配水用ポリエチレン管ＨＰＰＥφ75mm
L=659.3ｍ
・舗装工(車道) A=3550㎡
・舗装工(歩道) A=910㎡

162 工事
土木一式工

事
上下水道部
水道工務室

国道165号配水管φ100㎜ほか更新
工事

名張市　桔梗が丘5番町　地内 株式会社大道建設 令和2年7月28日 令和3年2月19日 120,418,100 令和2年7月28日 令和3年3月31日

国道歩道内に布設されていた既設配水管
が歩道橋基礎の真下にあり、同じ場所に
埋設することが出来なかったため、迂回す
るために私道に布設することになり、その
布設承諾の得にあたり日数を費やしたの
で工期の延長を行った。

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年3月18
日）

163 工事
土木一式工

事
上下水道部
水道工務室

国道165号配水管φ100㎜ほか更新
工事

名張市　桔梗が丘5番町　地内 株式会社大道建設 令和2年7月28日 令和3年3月12日 128,147,800 令和2年7月28日 令和3年3月31日

本工事区間に、今後10年以内に更新を行
う昭和49年に布設された官が約90ｍのみ
残ることが分かり、本工事で更新を行うこ
とで、将来投資の経費削減を望めるので
追加施工したため増額を行った。

変更2回目：増額7,729,700
円
（工期変更なし）

164 工事
機械器具設

置工事

上下水道部
下水道維持
室

田原地区第１中継ポンプ場ほかポン
プ取替更新工事

名張市　西田原ほか　地内 株式会社東産業 令和2年7月29日 ― 4,999,500 令和2年7月29日 令和2年11月30日 汚水ポンプ取替Ｎ＝8台（4箇所）

165 工事
機械器具設

置工事
上下水道部
浄水室

梅が丘系機械設備更新工事
名張市　梅が丘南１番町ほか
地内

理水化学株式会社　名古屋支店 令和2年7月29日 ― 43,395,000 令和2年7月29日 令和3年5月21日

・梅が丘受水池：送水ポンプ（30kW）　2台、
電動仕切弁　2台、ポンプ回り配管　2台分
・梅が丘低区配水池：送水ポンプ（11kW）
2台、電動仕切弁　2台、ポンプ回り配管　2
台分

166 工事
土木一式工

事
上下水道部
水道工務室

市道桔梗が丘2の54号線配水管φ
100㎜ほか更新工事

名張市　桔梗が丘2番町　地内 株式会社テラカド 令和2年7月29日 ― 159,100,700 令和2年7月29日 令和3年3月18日

・配水用ポリエチレン管ＨＰＰＥφ75㎜ L＝
582.8ｍ
・配水用ポリエチレン管ＨＰＰＥφ100㎜ L
＝1163.8ｍ
・配水用ポリエチレン管ＨＰＰＥφ150㎜ L
＝8.1ｍ
・舗装工（車道）A=3,790㎡
・舗装工（歩道）A=991㎡

167 工事
土木一式工

事
上下水道部
水道工務室

市道桔梗が丘2の54号線配水管φ
100㎜ほか更新工事

名張市　桔梗が丘2番町　地内 株式会社テラカド 令和2年7月29日 令和3年2月15日 159,100,700 令和2年7月29日 令和3年5月14日

本工事は、名張近鉄ガス株式会社発注の
工事と同工事区間での施工であり、工程
調整及び地元協議等に不測の日数を要し
た。また、水道管とガス管が道路の反対に
布設していることから、各々において舗装
本復旧は行うものの、全幅の舗装復旧と
なることで施工日数の延長をした。上記の
理由から現工期内での完工が難しくなった
為、工期の延長を行った。

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年3月18
日）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

168 工事 電気工事
上下水道部
浄水室

梅が丘系電気設備更新工事
名張市　梅が丘南１番町ほか
地内

メタウォーター株式会社
営業本部中日本営業部

令和2年7月31日 ― 123,200,000 令和2年7月31日 令和3年5月21日

・梅が丘受水池：低圧配電盤　4面、ミニ
UPS　1台、水位計　1台、流量計　1台
・梅が丘低区配水池：低圧配電盤　3面、ミ
ニUPS　1台、水位計　1台、流量計　2台
・梅が丘高区配水池：低圧配電盤　2面、ミ
ニUPS　1台、水位計　1台、流量計　1台
・大屋戸浄水場：低圧配電盤　2面、中央
監視設備機能増設　一式

169 工事
土木一式工

事
上下水道部
水道工務室

主要地方道上野名張線送水管φ400
㎜ほか更新工事

名張市　東町ほか　地内 株式会社テラカド 令和2年9月2日 ― 143,803,000 令和2年9月2日 令和3年5月31日

送水管φ400㎜（GX）布設工　L=508.4m
配水管φ150㎜（HPPE）布設工　L=319.1m
不断水工　N=7基
アスファルト舗装工　A=3,752㎡

170 工事
しゅんせつ工
事又は土木
一式工事

上下水道部
浄水室

富貴ヶ丘浄水場天日乾燥床汚泥搬出
業務委託

名張市　下比奈知　地内 株式会社喜多建設 令和2年9月4日 ― 4,548,500 令和2年9月4日 令和3年3月15日
天日乾燥床汚泥搬出   V=710㎥
天日乾燥床砂補充     V= 93㎥

171 工事 電気工事
上下水道部
浄水室

桜ケ丘取水所水質監視装置更新工
事

名張市　桜ケ丘　地内 東洋電機株式会社 令和2年9月4日 ― 20,680,000 令和2年9月4日 令和3年3月18日

・アルカリ度計　1台
・ｐH中和装置　 1台
・PH計　　　1台
・アンモニア計　1台
・濁度計　　　　1台
・導電率計　1台
・温度計　　　　1台
・水質監視盤機能増設　1式

172 工事 電気工事
上下水道部
下水道維持
室

黒田地区汚水処理施設　電気計装設
備取替更新工事

名張市　黒田　地内 中部企業株式会社 令和2年9月16日 ― 28,065,400 令和2年9月16日 令和3年3月12日 電気設備工…１式

173 コンサル ―
上下水道部
浄水室

青蓮寺系施設ほか電気設備等更新
実施設計業務委託

名張市　青蓮寺ほか　地内
株式会社潮技術コンサルタント
三重事務所

令和2年7月9日 ― 4,505,600 令和2年7月9日 令和3年3月22日

・青蓮寺系施設：電気設備更新 1箇所、計
装設備更新 1箇所
・長瀬系施設：電気設備更新 2箇所
・桜ヶ丘取水所：シーケンサ盤　1面
・すずらん台系施設：電気計装設備更新
3箇所
・大屋戸取水所：水位計　1台
・つつじが丘中区配水池：配水流量計　1
台
・富貴ヶ丘浄水場：浄水池水位計　2台、薬
注棟屋上防水等劣化部補修　1式、トップ
ライト修繕　1式
・桜ヶ丘配水池：換気室内設置機器の腐
食対策　1式

174 コンサル ―
上下水道部
浄水室

青蓮寺系施設ほか電気設備等更新
実施設計業務委託

名張市　青蓮寺ほか　地内
株式会社潮技術コンサルタント
三重事務所

令和2年7月9日 令和3年2月19日 4,956,600 令和2年7月9日 令和3年3月22日
青蓮寺ポンプ所について、盤全体の更新
ではなく、古くなった内部部品の交換へ業
務内容を変更したことによる増額。

変更1回目：増額451,000円
（工期変更なし）

175 コンサル ―
上下水道部
下水道建設
室

管渠詳細設計業務委託（美旗第2処
理分区2工区ほか）西原町ほか

名張市　西原町ほか　地内
株式会社オリンピアコンサルタン
ト　三重営業所

令和2年8月12日 ― 44,662,200 令和2年8月12日 令和3年3月19日

・管渠詳細設計（開削工法）L=3,423m
・管渠詳細設計（推進工法）L=259m
・ﾏﾝﾎｰﾙ形式ﾎﾟﾝﾌﾟ場　N=1箇所
・現地測量　A=0.17㎢
・地質調査（機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） N=5箇所
・地質調査（試験、解析）　1式
・権利調査　　　　　　　　1式
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

176 コンサル ―
上下水道部
下水道建設
室

管渠詳細設計業務委託（美旗第2処
理分区2工区ほか）西原町ほか

名張市　西原町ほか　地内
株式会社オリンピアコンサルタン
ト　三重営業所

令和2年8月12日 令和3年3月15日 44,194,700 令和2年8月12日 令和3年5月31日

現地調査および測量作業を行った結果、
道路縦断勾配により自然流下管埋設計画
が著しく深くなる区間について取付管施工
が困難となる箇所の解決策および、建設
事業費の軽減を目的に、「開削工法」「推
進工法」「圧送工法(マンホール形式ポンプ
場)」を用いて比較検討を行う必要がある。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止に
伴い、整備区域内対象者への各戸訪問に
よる下水道事業説明および、公共汚水ま
す設置位置の現地立会いなど、業務進捗
に不足の日数を要することとなったため、
業務の履行期限を令和3年3月19日から令
和3年5月31日へ変更する。

変更1回目：減額467,500円
工期延長（変更前：令和3
年3月19日）

177 コンサル ―
上下水道部
下水道建設
室

管渠詳細設計業務委託（美旗第2処
理分区2工区ほか）西原町ほか

名張市　西原町ほか　地内
株式会社オリンピアコンサルタン
ト　三重営業所

令和2年8月12日 令和3年5月25日 42,882,400 令和2年8月12日 令和3年5月31日
管渠計画延長の変更および、ポンプ場設
置箇所増加など業務精査による減額変
更。

変更2回目：減額1,312,300
円
（工期変更なし）

178 コンサル ―
上下水道部
下水道建設
室

管渠詳細設計業務委託（美旗第2処
理分区1工区）美旗中村ほか

名張市　美旗中村ほか　地内
浪速技研コンサルタント　津営業
所

令和2年8月13日 ― 19,268,700 令和2年8月13日 令和3年3月19日

・管渠詳細設計（開削工法）　L=1,257m
・現地測量　A=0.13㎢
・地質調査（機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）　N=2箇所
・地質調査（試験・解析）　1式
・権利調査　1式

179 コンサル ―
上下水道部
下水道建設
室

管渠詳細設計業務委託（美旗第2処
理分区1工区）美旗中村ほか

名張市　美旗中村ほか　地内
浪速技研コンサルタント　津営業
所

令和2年8月12日 令和3年3月17日 20,340,100 令和2年8月13日 令和3年4月30日

・埋設物調査に伴う試掘工の計上による
増額
・土質調査(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査)の延長精査に伴
う増額
・私有地への管路埋設に伴う、関係地権
者との連絡調整や、相続関係による地権
者の特定など、地元調整に不測の日数を
要したため。

変更1回目：増額1,071,400
円
工期延長（変更前：
R3.3.19）

180 コンサル ―
上下水道部
水道工務室

市道桔梗が丘41号線配水管φ150㎜
ほか更新工事実施設計業務委託

名張市　桔梗が丘4番町ほか
地内

株式会社西日本設計　三重事務
所

令和2年9月30日 ― 22,665,500 令和2年9月30日 令和3年2月26日

平面測量　A=0.08ｋ㎡、横断測量　2.6ｋ
ｍ、
管路詳細設計　φ150㎜　L=850ｍ・φ100
㎜　L=990ｍ・φ75㎜　L=955ｍ

181 コンサル ―
上下水道部
水道工務室

市道桔梗が丘41号線配水管φ150㎜
ほか更新工事実施設計業務委託

名張市　桔梗が丘4番町ほか
地内

株式会社西日本設計　三重事務
所

令和2年9月30日 令和3年2月2日 22,665,500 令和2年9月30日 令和3年3月26日

本業務委託は、桔梗が丘3番町及び4番町
で来年度施行予定である配水管更新工事
の実施設計業務委託である。現在、現地
での測量作業等を終え、設計図の作成等
報告書の作成準備を行っていますが、受
注者は、令和3年1月7日の2度目の緊急事
態宣言を受け、全面的なテレワークの実
施を行っております。積極的にウエブ会議
を導入する等、それが本業務委託の進捗
に影響を与えないように努めていました
が、報告書の作成においては、各担当者
により分業作業を実施しているため、その
工程管理や進捗管理に支障をきたし報告
書の作成業務に遅れが生じています。本
来なら、各担当者が全員出社し進捗を早
めるよう指導すべきであるが、緊急事態宣
言を鑑み、自治体としては新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響を考慮し、受注者が
テレワークによる成果品の作成に必要な
施行期間の延長を行いたい。

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年2月26
日）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

182 委託 ―
上下水道部
浄水室

富貴ケ丘浄水場浄水汚泥再資源化
処理業務委託

名張市　下比奈知　地内 山一建設株式会社 令和2年9月4日 ― 12,980 令和2年9月4日 令和2年12月21日

富貴ヶ丘浄水場において浄水処理に伴い
発生する浄水汚泥の積込、収集運搬及び
再資源化処理（一連の工程を行うために
必要な経費を全て含む）
・1ｔ当りの単価とする。
・予定数量（概算）　400ｔ（年間）
※収集・運搬業者は処分業者指定の処分
場まで自ら搬入をし、積み替え・保管は行
わないこと。

単価契約
（1t当たり）
予定数量：400ｔ

183 委託 ―
上下水道部
浄水室

流量計設備保守点検業務委託 名張市　下比奈知ほか　地内
メタウォーター株式会社
営業本部中日本営業部

令和2年9月17日 ― 2,145,000 令和2年9月17日 令和2年11月24日

上水道施設（浄水場、ポンプ所及び配水
池）に設置の流量計設備の保守点検業務
一式
・電磁流量計　　5台
・超音波流量計　　 6台
・挿入型電磁流量計　11台

184 物品 ―
上下水道部
経営総務室

上下水道部電子複合機賃貸借（カ
ラー機）

名張市　下比奈知　地内 富士ゼロックス三重株式会社 令和2年9月17日 ― 56,320 令和2年12月1日 令和7年11月30日

電子複合機賃貸借（カラー機）の賃貸借一
式
モノクロ及びカラーの１枚当たりの単価に
よる契約
月間使用想定枚数
モノクロ:40,000枚
カラー:6,000枚

複数単価契約
長期継続契約
（5か年）
（月額）

185 工事
土木一式工

事
上下水道部
水道工務室

市道桔梗が丘3の36号線配水管φ
150㎜外更新工事

名張市　桔梗が丘3番町　地内 株式会社ヤマタケ 令和元年7月17日 令和2年4月3日 127,124,800 令和元年7月17日 令和2年4月30日

配水用ポリエチレン管φ150㎜　L=282.1ｍ
配水用ポリエチレン管φ100㎜　 L=803.4
ｍ
配水用ポリエチレン管φ 75㎜  L=311.6ｍ
ポリエチレン管2層1種管φ50㎜  L=470ｍ
給水管　N=157戸
表層工　A=5,380㎡

令和元年契約
変更2回目：増額1,476,200
円
（工期変更なし）

186 工事
機械器具設

置工事

上下水道部
下水道維持
室

黒田地区汚水処理施設機器更新工
事

名張市　黒田　地内
新明和工業株式会社　流体事業
部営業本部中部支店

令和2年3月30日 令和2年5月12日 11,102,300 令和2年3月30日 令和2年10月30日 機械設備工事　据付・撤去　N=15箇所
令和元年度契約
変更1回目：増額102,300円
（工期変更なし）

187 工事
機械器具設

置工事

上下水道部
下水道維持
室

黒田地区汚水処理施設機器更新工
事

名張市　黒田　地内
新明和工業株式会社　流体事業
部営業本部中部支店

令和2年3月30日 令和2年10月5日 11,102,300 令和2年3月30日 令和2年12月28日
同調工事の工期延長に伴い、施設運転管
理の工程調整に日数を要したため

令和元年度契約
変更2回目：工期延長のみ
（変更前：令和2年10月30
日）

188 工事
機械器具設

置工事

上下水道部
下水道維持
室

黒田地区汚水処理施設機器更新工
事

名張市　黒田　地内
新明和工業株式会社　流体事業
部営業本部中部支店

令和2年3月30日 令和2年12月14日 13,587,200 令和2年3月30日 令和2年12月28日

機械設備　据付・撤去　N=15箇所
仕切弁　設置・撤去　N=9箇所
逆止弁　設置・撤去　N=1箇所
配管工　L=14m

電動弁前後に設置されている仕切弁なら
びにSUS配管の腐食が著しく、取替えが必
要となったことによる増額。

令和元年度契約
変更3回目：増額2,484,900
円
（工期変更なし）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

189 工事
土木一式工

事
上下水道部
水道工務室

市道富貴ケ丘３号線配水管φ150㎜
外更新工事

名張市　富貴ケ丘3番町外　地
内

南建設株式会社 令和元年8月15日 令和2年6月3日 138,048,900 令和元年8月15日 令和2年6月30日

当初設計より既設管が深い位置に埋設さ
れていたことによる土工数量の増加、仮設
配管を露出配管する予定であった箇所を
車両の乗入がある箇所で埋設配管へ変更
したことによる土工数量の増加、現場精査
により継手等が増加したことによる材料及
び布設手間の増加、道路管理者の指示に
より交差点部の舗装復旧面積が増加した
ため増額変更を行った。

令和元年度契約
変更2回目：増額
12,684,100円
（工期変更なし）

190 委託 ―
総務部
人事研修室

職員健康診断等業務委託
名張市　鴻之台１番町１番地
外　地内

一般財団法人近畿健康管理セ
ンター三重事業部

令和2年4月3日 ― 6,080,415 令和2年4月3日 令和3年3月24日

・健診の種類　　6種類
（三共済組合員健診(消防職を除く)、三共
済組合員健診(消防職)、三共済組合員外
健診、名張市立学校職員健診、臨時職員
健診、胃部検診）
・受診予定人数　1,070名
・健診形態　　　指定健診場所への出張健
診
・健診日程　　　7月から1月までの指定す
る日（実施日について調整要）

複数単価契約

191 物品 ―
総務部
契約管財室

名張市庁用車両（22、23号車）賃貸借
（軽四乗用自動車2台）

名張市　鴻之台1番町　地内 株式会社長川商会 令和2年7月22日 ― 25,960 令和2年9月17日 令和9年9月16日
納車期間 ： 令和2年9月1日から令和2年9
月30日まで
賃貸借期間 ： 納車日から7か年間

長期継続契約
（7か年）
（月額）

192 物品 ―
総務部
情報政策室

情報系ネットワークシステム端末機器
一式の賃貸借

名張市　鴻之台1番町1番地
ほか　地内

株式会社松阪電子計算センター
名張営業所

令和2年7月29日 ― 1,468,500 令和3年1月1日 令和7年12月31日
ノート型パソコン及びデスクトップパソコン
の賃貸借（保守含む）　　数量…656台

長期継続契約
（60か月）
（月額）

193 物品 ―
総務部
総務室

市役所本庁及び消防本部電子複合
機賃貸借（カラー機）

名張市　鴻之台1番町　地内 富士ゼロックス三重株式会社 令和2年9月16日 ― 368,000 令和2年11月1日 令和7年10月31日

電子複合機（カラー機）の賃貸借一式
モノクロ及びカラーの１枚当たりの単価に
よる契約

・月間使用想定枚数
モノクロ:400,000枚
カラー:30,000枚

複数単価契約
長期継続契約
（5か年）
（月額）

194 物品 ―
総務部
総務室

市役所本庁及び消防本部電子複合
機賃貸借（カラー機）

名張市　鴻之台1番町　地内 富士ゼロックス三重株式会社 令和2年9月16日 令和3年2月15日 368,000 令和2年11月1日 令和7年10月31日

新型コロナウイルス感染症対策及びワク
チン接種の事務に必要な電子複合機の準
備にあたり、庁内ネットワーク網への対応
及び機器の運用開始までの緊急性を鑑
み、電子複合機1台を増設することによる
変更。
旧：30台　　　新：31台

仕様書のみ変更

195 物品 ―
総務部
契約管財室

名張市庁用車両（17号車）賃貸借
（公共応急作業車1台）

名張市　鴻之台1番町　地内 株式会社長川商会 令和2年9月28日 ― 39,050 令和3年2月19日 令和9年2月18日

賃貸借車両・・・小型貨物自動車（ボンネッ
トバンタイプ）1台　公共応急作業車で登録
し、緊急自動車（道路管理者）としての指
定を受けること。

長期継続契約
（6か年）
（月額）

196 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

市道木屋町平尾線側溝整備工事 名張市　木屋町ほか　地内 有限会社丸正建設 令和2年10月13日 ― 2,488,200 令和2年10月13日 令和3年1月29日

・事業量L-36.4m
・土工　1式　　撤去工　1式
・排水工　落ち蓋式U型側溝設置工
L=23.0ｍ
・落ち蓋式U型横断側溝設置工　L=14.0ｍ
・現場打ち枡　N=1箇所
・舗装工　A=18㎡
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

197 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

市道木屋町平尾線側溝整備工事 名張市　木屋町ほか　地内 有限会社丸正建設 令和2年10月13日 令和3年1月25日 2,833,600 令和2年10月13日 令和3年1月29日

・事業量　L=36.4m
・土工　1式　　撤去工　1式
・排水工落ち蓋式U型側溝設置工　L=19.0
ｍ
・落ち蓋式U型横断側溝設置工　L=14.0ｍ
・落ち蓋式U型側溝電柱よけ設置工　L=2.0
ｍ
・現場打ち枡　N=1箇所
・舗装工A=29㎡　　仮設工　1式
既設舗装との擦りつけに伴う既設舗装撤
去及び舗装面積の増額。横断側溝布設箇
所で雨水排水管の取替工事が発生したこ
とによる増額。十分な幅員確保のため電
柱移設箇所を変更したことにより電柱除け
側溝を設置及び既設側溝部のコンクリート
工と型枠工追加による増額。横断側溝布
設箇所で通行制限を徐行(対面通行可)で
実施したいため敷鉄板を設置したことによ
る増額。事業量増による交通誘導員の増
額。

変更1回目：増額345,400円
工期変更なし

198 工事

「造園工事」
又は「とび・
土工・コンク
リート工事」

都市整備部
維持管理室

百合が丘3号公園ほか遊具更新工事
名張市　百合が丘東9番町ほ
か　地内

株式会社ヤマモト 令和2年11月4日 ― 25,676,200 令和2年11月4日 令和3年3月18日

公園　9公園
・滑り台(1面､H=1.5)　2基
・滑り台(1面､H=2.0)　3基
・シーソー(単列)　1基
・ブランコ(2人用)　1基
・鉄棒(3間)　1基、東屋　1基
・スイング遊具(大)　1基
・スイング遊具(小)　2基、斜面遊具　1基

199 工事

「造園工事」
又は「とび・
土工・コンク
リート工事」

都市整備部
維持管理室

百合が丘3号公園ほか遊具更新工事
名張市　百合が丘東9番町ほ
か　地内

株式会社ヤマモト 令和2年11月4日 令和3年2月3日 28,001,600 令和2年11月4日 令和3年3月18日

・公園　9公園
・滑り台(1面､H=1.5)　N=2基
・滑り台(1面､H=2.0)　N=3基
・シーソー(単列)　N=1基
・ブランコ(2人用)　N=2基　鉄棒(3間)　N=1
・東屋　N=1基　スイング遊具(大)　N=1基
・スイング遊具(小)　N=2基、斜面遊具
N=1基
・ジャングルジム　N=１基
ブランコ２人用１基及びジャングルジム1基
を追加したことによる増額。安全対策のた
め砂場を撤去したことによる増額。重機進
入路の保護に伴う敷鉄板設置撤去追加に
よる増額。

変更1回目：増額2,325,400
円
（工期変更なし）

200 工事

造園工事又
はとび・土
工・コンク
リート工事

都市整備部
維持管理室

百合が丘3号公園ほか遊具更新工事
名張市　百合が丘東9番町ほ
か　地内

株式会社ヤマモト 令和2年11月4日 令和3年3月11日 28,001,600 令和2年11月4日 令和3年3月18日

・公園　9公園
・滑り台(1面､H=1.5)　N=2基
・滑り台(1面､H=2.0)　N=3基
・シーソー(単列)　N=1基
・ブランコ(2人用)　N=2基　鉄棒(3間)
N=1基
・東屋　N=1基、スイング遊具(大)　N=1基
・スイング遊具(小)　N=2基、斜面遊具
N=1基
・ジャングルジム　N=１基
砂場撤去に伴う土工の増額。砂場撤去に
伴う境界ブロック設置が必要になったこと
による増額。重機進入路の保護に伴う敷
鉄板設置撤去について、工事実施の際
は、比較的小さい重機で施工したことによ
り必要がなしになったことによる減額。

変更2回目：内容変更のみ
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

201 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

2年災　第15号　市道鹿高1号線災害
復旧工事（2号箇所）

名張市　安部田　地内 光輝建設株式会社 令和2年12月1日 ― 4,470,400 令和2年12月1日 令和3年3月18日

・事業量　L=16ｍ
・かご枠工　L=16ⅿ
・取付工　A=5ｍ²
・法面工（張芝)　A=20ⅿ²
・排水構造物工　 L=12ｍ

202 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

2年災　第15号　市道鹿高1号線災害
復旧工事（2号箇所）

名張市　安部田　地内 光輝建設株式会社 令和2年12月1日 令和3年3月10日 4,692,600 令和2年12月1日 令和3年3月18日

・事業量　L=16ｍ
・かご枠工　L=16ⅿ
・取付工　 A=5ｍ²
・法面工（張芝)　A=20ⅿ²
・排水構造物工　 L=12ｍ
・舗装のクラック及び轍ぼれが激しいこと
から既設舗装取壊し及び舗装面積の増
額。
・湧水が発見され水替工を追加したことに
よる増額。

変更1回目：増額222,200円
（工期変更なし）

203 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

2年災　第14号　市道鹿高1号線災害
復旧工事（1号箇所）

名張市　安部田　地内
株式会社カインド・ファシリティー
ズ

令和2年12月3日 ― 14,740,000 令和2年12月3日 令和3年3月18日

・事業量　L=30.6ｍ
・かご枠工　L=30ⅿ
・法面工（張芝)　A=90ⅿ²
・排水構造物工　L=30ｍ
・小口止コンクリート工（１型）N=１基
・小口止コンクリート工（２型）N=１基

204 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

2年災　第14号　市道鹿高1号線災害
復旧工事（1号箇所）

名張市　安部田　地内
株式会社カインド・ファシリティー
ズ

令和2年12月3日 令和3年3月11日 14,740,000 令和2年12月3日 令和3年4月30日

・事業量　L=30.6ｍ
・かご枠工　L=30ⅿ
・法面工（張芝)　A=90ⅿ²
・排水構造物工　 L=30ｍ
・小口止コンクリート工（１型）N=１基
・小口止コンクリート工（２型）N=１基
当工事箇所は、名張市南西部地区の名阪
国道へのアクセス道及び奈良県宇陀市深
野地区から名張市への唯一の生活主要
道路であります。法面の土砂の含水比が
高く軟弱であることが分かり、道路上に土
砂が流れ込む可能性があることから工事
箇所の市道の通行規制を片側通行止から
全面通行止へ変更するための地元及び関
係機関との協議に不測の日数を要するた
め工期を43日延期する。

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年3月18
日）

205 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道さつき台2の27号線ほか2線舗装
補修工事

名張市　さつき台2番町ほか
地内

株式会社大栄 令和2年12月25日 ― 4,400,000 令和2年12月25日 令和3年3月18日

・事業量　L＝271.95ｍ
・舗装工
・1号箇所延長　L=91.9ｍ、打替工　A=242
㎡
・2号箇所延長　L=33.8ｍ、打替工　A=95
㎡
・3号箇所延長　L=146.25ｍ、打替工
A=395㎡

206 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道さつき台2の27号線ほか2線舗装
補修工事

名張市　さつき台2番町ほか
地内

株式会社大栄 令和2年12月25日 令和3年3月3日 4,400,000 令和2年12月25日 令和3年3月31日

・事業量　L＝271.95ｍ
・舗装工
・1号箇所延長　L=91.9ｍ、打替工A=242㎡
・2号箇所延長　L=33.8ｍ、打替工A=95㎡
・3号箇所延長　L=146.25ｍ、打替工A=395
㎡
当工事箇所は、ガス工事と同調で施工す
る工事であるが、当初計画していたガス工
事完了時期が大幅に遅延し当舗装補修工
事の施工開始時期が遅れたことより13日
間工期を延期する。

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年3月18
日）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

207 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道さつき台2の27号線ほか2線舗装
補修工事

名張市　さつき台2番町ほか
地内

株式会社大栄 令和2年12月25日 令和3年3月19日 5,041,900 令和2年12月25日 令和3年3月31日

・事業量　L＝306.5ｍ
・舗装工
・1号箇所延長　L=92.0ｍ、打替工　A=245
㎡
・2号箇所延長　L=33.75ｍ、打替工　A=95
㎡
・3号箇所延長　L=180.75ｍ、打替工
A=496㎡
ガス工事の施工延長が延伸したことによ
り、当工事も舗装補修延長が増になったこ
とによる増額。

変更2回目：増額614,900円
（工期変更なし）

208 コンサル ―
都市整備部
維持管理室

橋梁点検業務委託 名張市　黒田ほか　地内
桔梗測量設計株式会社　名張支
店

令和2年10月30日 ― 7,432,700 令和2年10月30日 令和3年3月19日
・橋長L=2m以上15m未満　N=62橋
・橋長L=15m以上　N=1橋

209 コンサル ―
都市整備部
維持管理室

橋梁点検業務委託 名張市　黒田ほか　地内
桔梗測量設計株式会社　名張支
店

令和2年10月30日 令和3年2月8日 7,185,200 令和2年10月30日 令和3年3月19日

・橋長L=2m以上15m未満　N=62橋
・橋長L=15m以上　　　　　N=1橋
長瀬谷橋と百々2号橋は橋梁点検車で点
検業務を行う予定であったが、実施精査し
た結果梯子による点検業務に変更したこ
とによる減額。

変更1回目：減額247,500円
（工期変更なし）

210 委託 ―
都市整備部
維持管理室

名張市都市公園内遊戯施設保守点
検業務委託

名張市　下比奈知ほか　地内 株式会社フジカワ 令和2年12月3日 ― 3,751,000 令和2年12月3日 令和3年3月15日
・市内145公園（年1回）
・遊具点検　N=436基
・一般公園施設点検　N=294基

211 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道青蓮寺名張線舗装補修工事
名張市　百合が丘東1番町ほ
か　地内

株式会社アサヒ 令和3年1月8日 ― 10,175,000 令和3年1月8日 令和3年3月18日

・事業量　L=56.0m
・基層工 再生粗粒度As(20) t=5㎝ 845㎡
・表層工 再生密粒度As(13) t=5㎝ 845㎡
・区画線工 1式、仮設工 1式

212 工事 舗装工事
都市整備部
維持管理室

市道青蓮寺名張線舗装補修工事
名張市　百合が丘東1番町ほ
か　地内

株式会社アサヒ 令和3年1月8日 令和3年2月22日 12,981,100 令和3年1月8日 令和3年3月31日

・事業量　L=88.0m
・基層工 再生粗粒度As(20) t=5㎝ 109㎡
・表層工 再生密粒度As(13) t=5㎝ 1090㎡
・区画線工 1式、仮設工 1式
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13日間工期を延長する。
事業推進のため舗装補修延長を32m延長
したことによる増額。

変更1回目：増額2,806,100
円
工期延長（変更前：令和3
年3月18日）

213 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

湯屋坂橋補修工事 名張市　赤目町柏原　地内 雪岡建設 令和3年1月19日 ― 5,221,700 令和3年1月19日 令和3年3月18日

・断面修復工　V=1.1ｍ³
・ひび割れ補修工　1式
・地覆コンクリート補修工　1式
・水切り設置工　L=30.0m
・底版コンクリート充填工　1式
・仮設工　　　　　1式

214 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

湯屋坂橋補修工事 名張市　赤目町柏原　地内 雪岡建設 令和3年1月19日 令和3年3月11日 5,221,700 令和3年1月19日 令和3年4月16日

・断面修復工　V=1.1ｍ³
・ひび割れ補修工　1式
・地覆コンクリート補修工　1式
・水切り設置工　L=30.0m
・底版コンクリート充填工　1式
・仮設工　1式
底版下面の補修箇所をコンクリートのはつ
り完了後に確認したところ、想定以上に劣
化が進行していたことから補修箇所及び
作業量が増加することにより29日間工期
を延長する。

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年3月18
日）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

215 工事
とび・土工・コ
ンクリート工

事

都市整備部
維持管理室

市道大屋戸短野線ほか交通安全施
設設置工事

名張市　梅が丘北3番町ほか
地内

株式会社テラカド 令和3年1月20日 ― 2,307,800 令和3年1月20日 令和3年3月18日

・道路反射鏡設置（一面鏡,添架） N=4基
・道路反射鏡設置（二面鏡,添架） N=3基
・道路反射鏡設置（一面鏡,曲柱） N=2基
・道路反射鏡設置（二面鏡,直柱） N=1基

216 工事
とび・土工・コ
ンクリート工

事

都市整備部
維持管理室

市道大屋戸短野線ほか交通安全施
設設置工事

名張市　梅が丘北3番町ほか
地内

株式会社テラカド 令和3年1月20日 令和3年3月11日 2,444,200 令和3年1月20日 令和3年3月18日

・道路反射鏡設置（一面鏡,添架） N=3基
・道路反射鏡設置（二面鏡,添架） N=4基
・道路反射鏡設置（一面鏡,曲柱） N=2基
・道路反射鏡設置（二面鏡,直柱） N=1基
富貴ヶ丘1番町地内(市道富貴ヶ丘1号線）
の道路反射鏡設置箇所で地元要望により
1面添架から2面添架に変更したことによる
増額。

変更1回目：増額136,400円
（工期変更なし）

217 工事
建築一式工

事
都市整備部
維持管理室

桔梗が丘9号公園便所改修工事 名張市　桔梗が丘2番町　地内 光輝建設株式会社 令和3年1月20日 ― 3,243,900 令和3年1月20日 令和3年3月12日

・男子便所：壁式小便器 →  壁掛小便器
×5組
・和風便器×1組　→　洋風便器×1組
・女子便所：和風便器×2組　→　洋風便
器×2組

218 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

羽根1号橋補修工事 名張市　奈垣　地内 株式会社ライフ 令和3年1月22日 ― 8,127,900 令和3年1月22日 令和3年3月18日

・断面修復工　　V=0.3㎥
・水切り設置工　　L=16.0ｍ
・伸縮目地設置工　L=24.0ｍ
・排水桝設置工　　N=4箇所
・仮設工　　　　　1式

219 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

羽根1号橋補修工事 名張市　奈垣　地内 株式会社ライフ 令和3年1月22日 令和3年3月11日 8,127,900 令和3年1月22日 令和3年4月30日

・断面修復工　V＝0.3㎥
・水切り設置工　L=16.0ｍ
・伸縮目地設置工　L=24.0ｍ
・排水桝設置工　N=4箇所
・仮設工　1式

交通規制について関係機関との協議及び
地元調整に不測の日数を要したため43日
間工期を延長する。

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年3月18
日）

220 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

2年災　第69号　市道滝之原工業団地
中央線災害復旧工事

名張市　滝之原　地内 時基建設有限会社 令和3年2月2日 ― 13,255,000 令和3年2月2日 令和3年3月18日

・事業量　L=28.0m
・かご枠工　L=28.0m、法面工　A=140㎡
・排水構造物工　L=28.0m
・構造物撤去工　1式、仮設工　1式

221 工事
土木一式工

事
都市整備部
維持管理室

2年災　第69号　市道滝之原工業団地
中央線災害復旧工事

名張市　滝之原　地内 時基建設有限会社 令和3年2月2日 令和3年3月12日 13,255,000 令和3年2月2日 令和3年4月30日

・事業量　L=28.0m
・かご枠工　L=28.0m、法面工　A=140㎡
・排水構造物工　L=28.0m
・構造物撤去工　1式、仮設工　1式

当工事箇所は、工業団地内を通る道路で
あり工事の際、終日交通規制を伴うことか
ら渋滞が発生する。工業団地内の企業及
び周辺自治会の同意を得るのに不測の日
数を要したため43日間工期を延長する。

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年3月18
日）

222 委託 ―
都市整備部
維持管理室

市道鹿高１号線外除草作業委託 名張市　安部田外　地内 株式会社ヤマモト 令和2年5月18日 ― 7,293,000 令和2年5月18日 令和2年11月30日
道路除草　A＝35,500㎡
剪定　A＝1,680㎡

34/41



（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

223 委託 ―
都市整備部
維持管理室

市道鹿高１号線外除草作業委託 名張市　安部田外　地内 株式会社ヤマモト 令和2年5月18日 令和2年11月20日 7,266,600 令和2年5月18日 令和2年12月21日

・事業量　L=19,968m
・道路除草…A=34,700㎡
・剪定…A=1,840㎡
市道名張駅桔梗が丘線の蔵持町原出地
内の歩道について、商業施設が前面歩道
を除草することになったことにより除草面
積減になったことによる減額。
市道下川原尻江1号線の法尻について、
隣接する企業が除草したことにより除草幅
が7.5ｍから6.0ｍに変更になったことによ
る除草面積減になったことによる減額。
市道本町夏秋線の除草について実施精
査による減額。
剪定面積が増になったことによる増額。
繁茂量が多かったことによる草処分費の
増額。
本業務委託の作業区間において、他の工
事や地元行事との作業期間の調整が必
要となり、第2回目の除草時期が遅れるこ
ととなったことにより21日間工期を延期す
る。

変更1回目：減額26,400円
工期延長（変更前：令和2
年11月30日）

224 委託 ―
産業部
農林資源室

令和2年度災害からライフラインを守
る事前伐採事業業務委託（夏秋）

名張市　夏秋　地内 株式会社ヤマモト 令和2年12月14日 ― 1,980,000 令和2年12月14日 令和3年2月10日 立木伐採　616本

225 コンサル ―
都市整備部
用地対策室

名張⑤地区地籍測量業務委託 名張市　上八町　地内 株式会社山川測量設計コンサル 令和2年10月13日 ― 3,091,000 令和2年10月13日 令和3年3月19日

地籍調査（地籍測量）A＝0.06㎢
・ＦⅠ工程　（細部図根測量）　A＝0.06㎢
・ＦⅡ－１工程（一筆地測量）　A＝0.06㎢
・Ｅ２工程　　（杭入れ記録）　A＝0.06㎢

226 コンサル ―
都市整備部
用地対策室

名張⑤地区地籍測量業務委託 名張市　上八町　地内 株式会社山川測量設計コンサル 令和2年10月13日 令和2年11月25日 3,388,000 令和2年10月13日 令和3年3月19日 FR工程（復元測量）を追加したため。
変更1回目：増額297,000円
（工期変更なし）

227 コンサル ―
都市整備部
用地対策室

名張⑤地区地籍測量業務委託 名張市　上八町　地内 株式会社山川測量設計コンサル 令和2年10月13日 令和3年3月11日 3,388,000 令和2年10月13日 令和3年3月30日
未立会者対象の現地立会が令和3年2月
18日であったことから、測量及び取りまと
めに時間を要したため。

変更2回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年3月19
日）

228 コンサル ―
都市整備部
道路河川室

市道檀青蓮寺線測量設計業務委託 名張市　赤目町檀　地内
株式会社サンクリエイト　名張営
業所

令和2年11月16日 ― 3,366,000 令和2年11月16日 令和3年3月18日
・用地測量…A=0.09ha
・路線測量…L=0.25km
・歩道詳細設計…L=0.25km

229 コンサル ―
都市整備部
道路河川室

市道檀青蓮寺線測量設計業務委託 名張市　赤目町檀　地内
株式会社サンクリエイト　名張営
業所

令和2年11月16日 令和3年2月19日 3,932,500 令和2年11月16日 令和3年3月18日

用地測量…A=0.31ha
路線測量…L=0.27km
歩道詳細設計…L=0.27km
（変更理由）
・路肩幅を広げることで歩行者の安全を確
保する為、既設道路の線形見直しを行っ
たところ、境界確認及び用地測量面積の
追加計上が必要となったことから、設計数
量の増加に伴う増額変更。
・現場精査に伴い、路線測量延長を
0.02km 延長する必要が生じたことから、
測量延長増加に伴う増額変更。
・現場精査に伴い、詳細設計延長を
0.02km 延長する必要が生じたことから、
設計延長増加に伴う増額変更。

変更1回目：増額566,500円
（工期変更なし）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

230 工事
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４期）

名張市　青蓮寺　地内 時基建設有限会社 令和3年3月30日 ― 11,957,000 令和3年3月30日 令和3年6月30日

・道路土工…N=1式
・コンクリートブロック積工…A=181㎡
・U型側溝工…L=157m
・路側防護柵工…L=79m
・下層路盤工…A=520㎡
・構造物撤去工…N=1式

231 工事
土木一式工

事
都市整備部
道路河川室

市道夏見青蓮寺線道路改良工事（第
3期）

名張市　夏見　地内 順真建設株式会社 令和3年3月30日 ― 22,761,200 令和3年3月30日 令和3年9月30日

・土工　一式
・U型側溝工(300A) L=162m
・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(300×300B) N=3基
・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(300*600F)　N=1基
・舗装工 A=210㎡
・薄層カラー舗装 A=149㎡

232 工事 防水工事
地域環境部
地域経営室

つつじが丘市民センター屋上防水ほ
か改修工事

名張市　つつじが丘北5番町
地内

株式会社山﨑建設 令和2年12月17日 ― 17,058,800 令和2年12月17日 令和3年3月18日

ウレタンゴム系塗膜防水絶縁工法（X-1）：
997.3㎡　（※立上り等はX-2）
露出アスファルト防水保護塗料：392㎡
各所雨漏りに伴うコーキング打替え及び
外壁ひび割れ改修

233 工事 防水工事
地域環境部
地域経営室

つつじが丘市民センター屋上防水ほ
か改修工事

名張市　つつじが丘北5番町
地内

株式会社山﨑建設 令和2年12月17日 令和3年3月5日 19,448,000 令和2年12月17日 令和3年3月18日
ロビー及び２階廊下の排煙オペレーター
改修工事及び１、２階男女トイレの内壁タ
イル一部張替工事の追加

変更1回目：増額2,389,200
円（工期変更なし）

234 委託 ―
地域環境部
環境対策室

名張市斎場施設管理運営業務委託 名張市　滝之原　地内 株式会社マサキ 令和3年3月26日 ― 12,089,000 令和3年3月26日 令和6年4月30日

(1) 人体の火葬及び収骨に関する業務
(2) 霊安室受入れ業務
(3) 人体の一部及び胞衣物等の焼却業務
(4) 小動物等の焼却及び収骨業務
(5) 施設の利用受付、使用料収納業務並
びに施設案内に関する業務
(6) 施設等の保全管理（日常清掃を含む）
に関する業務

長期継続契約
（3か年）
（年額）

235 物品 ―
総務部
情報政策室

情報系ネットワークシステム・テレワー
ク対応端末機器一式の購入

名張市　鴻之台1番町1番地
ほか　地内

ソフトビジネス 令和2年10月15日 ― 7,920,000 令和2年10月15日 令和2年12月16日
2in1タブレット型パソコンの購入（保守含
む）　　数量…55台

236 物品 ―
総務部
契約管財室

名張市庁用車両（20号車）賃貸借（公
共応急作業車1台）

名張市　鴻之台1番町　地内 株式会社長川商会 令和2年10月13日 ― 47,300 令和3年3月19日 令和9年3月18日

賃貸借車両・・・小型貨物自動車（ワンボッ
クスバンタイプ）1台
公共応急作業車で登録し、緊急自動車
（道路管理者）としての指定を受けること。

長期継続契約
（6か年）
（月額）

237 物品 ―
総務部
契約管財室

名張市庁用車両（45、46号車）賃貸借
（軽四乗用自動車2台）

名張市　鴻之台1番町　地内 堀内自動車工業株式会社 令和2年11月5日 ― 22,800 令和3年1月4日 令和10年1月31日 賃貸借車両・・・軽四乗用自動車2台
長期継続契約
（7か年）
（月額）

238 物品 ―
危機管理室

避難所備品資機材収納庫購入
名張市　鴻之台1番町ほか　地
内

新興商事株式会社 令和2年11月30日 ― 5,819,000 令和2年11月30日 令和3年3月19日
避難所備品資機材収納庫
数量　52戸

239 物品 ―
危機管理室

投光器購入
名張市　鴻之台1番町ほか　地
内

モリシマ商事 令和2年10月13日 ― 2,347,488 令和2年10月13日 令和3年3月19日
投光器
数量　208台
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

240 物品 ―
危機管理室

開放式石油ストーブ購入
名張市　鴻之台1番町ほか　地
内

新興商事株式会社 令和2年11月30日 ― 2,259,400 令和2年11月30日 令和3年3月19日
開放式石油ストーブ
数量　52台

241 物品 ―
福祉子ども
部　介護・高
齢支援室

令和3年度紙おむつ等給付事業
名張市が指定する市内各対象
者宅

高田紙業有限会社 令和3年2月15日 ― 19,128,126 令和3年2月15日 令和4年3月31日

市が紙おむつ等給付を決定した利用者宅
へ紙おむつ等を配達し、利用者負担額を
徴収する。

複数単価契約

242 工事
建築一式工

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吊天井ほ
か改修工事

名張市　　丸之内　　地内 株式会社ヤマタケ 令和2年6月9日 ― 79,200,000 令和3年6月9日 令和2年12月18日

・軽量天井システム改修工事一式（玄関
ホール・市民サロン）
・落下防止ネット改修工事一式（ふれあい
ホール）
・上記に伴う電気及び機械設備工事一式
・屋上等防水改修工事一式
・飛散防止フィルム改修工事一式

243 工事
建築一式工

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吊天井ほ
か改修工事

名張市　　丸之内　　地内 株式会社ヤマタケ 令和2年6月9日 令和2年10月28日 93,671,600 令和2年6月9日 令和3年1月8日
壁面を解体した結果、落下防止ネット工事
の仕様変更、およびそれに伴う照明器具
の付け替え等が必要になった。

変更1回目：増額：
14,471,600円
工期延長（変更前：令和2
年12月18日）

244 コンサル ―

教育委員会
事務局
市民スポー
ツ室

名張市中央公園トイレ改修設計業務
委託

名張市　夏見　地内 白鳳アーキテック株式会社 令和2年10月14日 ― 4,928,000 令和2年10月14日 令和3年1月8日

中央公園内下記施設の便所改修及び公
共下水道接続工事設計業務　一式
・勤労者福祉会館及び総合体育館
・野球場横便所
・夏見廃寺前便所
・陸上競技場入口便所及び器具庫横便所
・市民プール管理棟便所

245 コンサル ―

教育委員会
事務局
市民スポー
ツ室

名張市中央公園トイレ改修設計業務
委託

名張市　夏見　地内 白鳳アーキテック株式会社 令和2年10月14日 令和2年12月7日 4,928,000 令和2年10月14日 令和3年1月20日

勤労者福祉会館の既設浄化槽について、
市が保管した図面と現地が大きく相違して
おり、既設浄化槽の調査に時間を要する
こととなったため。

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年1月8日）

246 物品 ―
教育委員会
事務局
教育総務室

名張市各小中学校建築物等点検業
務委託

名張市　丸之内ほか　地内 株式会社森本建築事務所 令和2年11月4日 ― 4,345,000 令和2年11月14日 令和3年3月15日
名張市内の各小中学校19校の長寿命化
計画策定に係る建築物及び建築設備の
劣化状況調査等業務　一式

247 工事
建築一式工

事

教育委員会
事務局
市民スポー
ツ室

メイハンスタジアム（名張市民野球
場）本部席改修工事

名張市　夏見　地内 名正建設株式会社 令和3年1月21日 ― 7,936,500 令和3年1月21日 令和3年3月22日
・屋根、壁、鉄骨等の塗装改修
・アルミサッシ、アルミドア新設及び取替
・その他上記に伴う電気設備工事等

248 工事
建築一式工

事

教育委員会
事務局
市民スポー
ツ室

メイハンスタジアム（名張市民野球
場）本部席改修工事

名張市　夏見　地内 名正建設株式会社 令和3年1月21日 令和3年3月16日 8,258,800 令和3年1月21日 令和3年3月22日
・机天板仕様の変更
・外部側溝縁改修の追加

変更1回目：増額322,300円
（工期変更なし）

37/41



（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

249 委託 ―
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

名張市　奈垣外　地内 株式会社キタモリ　名張営業所 令和2年3月6日 令和3年3月31日 5,415,932 令和2年3月6日 令和3年3月31日 ・年間運行実績による変更
令和元年度契約
変更1回目：増額234,107円
（工期変更なし）

250 委託 ―
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

名張市　滝之原外　地内 株式会社キタモリ　名張営業所 令和2年3月6日 令和3年3月31日 5,228,071 令和2年3月6日 令和5年3月31日 ・年間運行実績による変更
令和元年度契約
変更1回目：増額226,921円
（工期変更なし）

251 工事
建築一式工

事

教育委員会
事務局
市民スポー
ツ室

名張中央公園トイレ改修工事 名張市　夏見　地内 株式会社テラカド 令和3年3月17日 ― 37,928,000 令和3年3月17日 令和3年6月30日

・勤労者福祉会館便所改修及び公共下水
道接続
・野球場横便所改修及び公共下水道接続
・夏見廃寺前便所改修及び公共下水道接
続
・陸上競技場入口便所解体
・陸上競技場器具庫横便所改修
・市民プール管理棟便所改修及び公共下
水道接続

252 工事
建築一式工

事

教育委員会
事務局
市民スポー
ツ室

マツヤマＳＳＫアリーナ(名張市総合体
育館)等改修工事

名張市　夏見　地内 株式会社テラカド 令和3年3月17日 ― 91,663,000 令和3年3月17日 令和3年8月6日

・屋上笠木改修、屋上防水改修、内部壁
塗装・床改修、2階トレーニングジムトイレ
改修及び改修にかかる給排水衛生設備
改修工事　一式
・受変電所高圧引込ケーブル改修、各所
キュービクル不良機器改修、非常放送
・防災・防火・排煙設備改修工事　一式
・公園周囲屋外照明設備改修工事　一式

253 委託 ―
教育委員会
事務局
教育総務室

錦生赤目小学校スクールバス運行業
務委託及び事業にかかる人員輸送業
務委託

名張市　赤目町長坂ほか　地
内

株式会社キタモリ　名張営業所 令和3年3月1日 ― 9,312,600 令和3年3月1日 令和6年3月31日

（１）錦生赤目小学校スクールバス運行業
務委託
年間運行予定日数　215日（下校2便155
日、下校1便60日）
（２）事業にかかる人員輸送業務委託
年間運行予定時間　市内走行及び市外走
行距離50ｋｍ未満：480時間
　市外走行距離50ｋｍ以上150ｋｍ未満：
120時間
　市外走行距離150ｋｍ以上:40時間
　地域づくり組織等使用：120時間

複数単価契約
複数年契約
（3か年間）

254 物品 ―
教育委員会
事務局
学校教育室

名張市各中学校電子黒板機能付きプ
ロジェクタ―購入

名張市　丸之内ほか　地内 株式会社カナリヤ電機 令和3年1月5日 ― 18,641,700 令和3年1月5日 令和3年3月26日
電子黒板機能付きプロジェクタ―　63台
据付・設定・接続を含む

255 物品 ―
教育委員会
事務局
学校教育室

名張市各小中学校情報通信機器購
入

名張市　丸之内ほか　地内 新興商事株式会社 令和3年2月15日 ― 4,352,040 令和3年2月15日 令和3年3月26日 情報通信機器　252台

256 物品 ―
教育委員会
事務局
教育総務室

各小中学校児童生徒用机・椅子購入
の単価契約

名張市　丸之内ほか　地内 新興商事株式会社 令和3年3月1日 ― 3,267,000 令和3年3月1日 令和3年3月31日
各小中学校児童生徒用机・椅子購入の単
価契約

複数単価契約
＜予定数量＞
机350台
椅子400脚
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

257 工事
機械器具設

置工事

上下水道部
下水道維持
室

中央浄化センター高分子溶解タンク
給水ポンプ更新工事

名張市　蔵持町里　地内 親和電機工業株式会社 令和3年2月1日 ― 4,994,000 令和3年2月1日 令和3年6月30日 片吸込渦巻ポンプ（1.5kw）2台の更新工事

258 工事 塗装工事
上下水道部
水道工務室

堂田橋ほか４橋添架管防食保護工事
名張市　桔梗が丘5番町ほか
地内

株式会社ホウワ 令和3年1月7日 ― 7,059,800 令和3年1月7日 令和3年3月18日

・堂田橋添架管　　200A L=15.8m
・唐の木橋添架管　　150A L=16.5m
・小波田橋添架管　　150A L=11.0m
・つつじが丘無名水路橋添架管　　150A
L=3.0m
・うぐいす橋添架管　　150A L=8.0m

259 工事 塗装工事
上下水道部
水道工務室

堂田橋ほか４橋添架管防食保護工事
名張市　桔梗が丘5番町ほか
地内

株式会社ホウワ 令和3年1月7日 令和3年3月12日 7,196,200 令和3年1月7日 令和3年3月18日

堂田橋ほか４橋添架管防食保護工事は、
橋梁等に添架されている水道管に防食保
護を行う工事である。本工事の添架管へ
巻き付けられていた、防食被覆記録表示
板の文字が消え、巻き付けてあるバンドが
経年劣化により切れていたため、新設を
取り付けたことによる変更。

変更1回目：増額136,400円
（工期変更なし）

260 工事
機械器具設

置工事

上下水道部
下水道維持
室

田原地区汚水処理施設　機電設備取
替更新工事

名張市　西田原　地内
株式会社日立プラントサービス
中部支店

令和2年11月5日 ― 68,717,000 令和2年11月5日 令和3年3月12日
田原地区汚水処理施設
機械設備工　一式
電気設備工　一式

261 工事
機械器具設

置工事

上下水道部
下水道維持
室

田原地区汚水処理施設　機電設備取
替更新工事

名張市　西田原　地内
株式会社日立プラントサービス
中部支店

令和2年11月5日 令和3年3月2日 68,717,000 令和2年11月5日 令和3年3月30日
取替時の施設の運転管理等の協議に時
間を要したため

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年3月12
日）

262 工事
機械器具設

置工事

上下水道部
下水道維持
室

田原地区汚水処理施設　機電設備取
替更新工事

名張市　西田原　地内
株式会社日立プラントサービス
中部支店

令和2年11月5日 令和3年3月26日 68,717,000 令和2年11月5日 令和3年8月20日
コロナ禍に伴い機器製造工程等に影響が
発生し不測の日数を要した

変更2回目：工期延長のみ
（変更前：令和3年3月30
日）

263 工事 塗装工事
上下水道部
浄水室

つつじが丘低区配水池側壁外面塗装
補修工事

名張市　つつじが丘　地内 株式会社マルト重建 令和2年10月16日 ― 8,609,700 令和2年10月16日 令和3年3月18日
既存塗装膜材除去　一式
外壁塗装　　一式

264 工事 塗装工事
上下水道部
浄水室

つつじが丘低区配水池側壁外面塗装
補修工事

名張市　つつじが丘　地内 株式会社マルト重建 令和2年10月16日 令和3年3月4日 9,495,200 令和2年10月16日 令和3年3月18日

既設塗膜除去後、コンクリート面にクラック
が見受けられたため、コンクリート診断及
び補修を実施した。また、未使用の電線管
の撤去を行った。

変更1回目：増額885,500円
（工期変更なし）

265 工事
土木一式工

事
上下水道部
水道工務室

県道蔵持霧生線配水管φ75mmほか
更新工事

名張市　富貴ヶ丘　3番町ほか
地内

株式会社テラハシ 令和2年10月1日 ― 47,436,400 令和2年10月1日 令和3年2月26日

配水管φ150mm（HPPE)　L=124.41ｍ布
設、φ75mm（HPPE)　L=408.51ｍ布設
不断水工　N=4基
アスファルト舗装工　A=1411.50㎡、コンク
リート舗装工　A=154.30㎡

266 工事
土木一式工

事
上下水道部
水道工務室

県道蔵持霧生線配水管φ75mmほか
更新工事

名張市　富貴ヶ丘　3番町ほか
地内

株式会社テラハシ 令和2年10月1日 令和3年2月4日 50,966,300 令和2年10月1日 令和3年2月26日

県道名張青山線の舗装厚が当初5ｃｍと
想定していたが、実際は15ｃｍあり上層路
盤の施工が必要な場所、既設舗装の処分
量の増加、道路管理者の指示により交差
点隅切り部等の舗装復旧面積が増加した
ための変更。

変更1回目：増額3,529,900
円
（工期変更なし）
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

267 工事
土木一式工

事

上下水道部
下水道建設
室

富（その6）枝線下水工事（推進原出
工区）

名張市　蔵持町原出　地内
株式会社タカキューズカンパ
ニー

令和2年3月30日 令和2年10月23日 81,107,400 令和2年3月30日 令和3年1月15日

・1233-3路線（26.61m）において当初想定
の砂質土層と異なり砂礫層であった為、推
進機のカッタヘッドを変更したことに伴う増
額。
・1234路線（45.7m）において、当初想定の
砂礫層と異なり、粘土層との互層だった
為、カッタヘッド交換に、推進機の引抜等
を行ったことに伴う増額。
・1234路線（45.7m）において、当初想定土
質と異なった為、地質調査を3箇所行った
ことに伴う増額。
・1234路線（45.7m）において、当初想定土
質と異なった為、推進工に不測の日数を
要したことから工期延期を行った。

令和元年度契約
変更2回目：増額
10,298,200円
工期延長（変更前：令和2
年10月30日）

268 工事
土木一式工

事

上下水道部
下水道建設
室

富（その6）枝線下水工事（推進原出
工区）

名張市　蔵持町原出　地内
株式会社タカキューズカンパ
ニー

令和2年3月30日 令和2年12月17日 92,546,300 令和2年3月30日 令和3年1月15日

・1234路線（45.7m）の土質調査の結果、当
初推進機（泥土圧式推進機）での施工が
困難な為、施工可能な泥水工法（コブラ工
法）に変更したことに伴う増額。
・推進機変更による、交通誘導員の増加
に伴う増額。

令和元年度契約
変更3回目：増額
11,438,900円
（工期変更なし）

269 工事
機械器具設

置工事

上下水道部
下水道維持
室

黒田地区汚水処理施設電気計装設
備取替更新工事

名張市　黒田　地内 中部企業株式会社 令和2年9月16日 ― 28,065,400 令和2年9月16日 令和3年3月12日 電気設備工・・・1式

270 工事
機械器具設

置工事

上下水道部
下水道維持
室

黒田地区汚水処理施設電気計装設
備取替更新工事

名張市　黒田　地内 中部企業株式会社 令和2年9月16日 令和3年3月1日 27,930,100 令和2年9月16日 令和3年3月12日

黒田地区汚水処理施設
電気設備工　一式

機器調整費の二重計上に伴う減額。

変更1回目：減額135,300円
（工期変更なし）

271 コンサル ―
上下水道部
下水道維持
室

桔梗が丘第１処理分区測量等業務委
託

名張市　桔梗が丘4番町　地内
株式会社サンクリエイト　名張営
業所

令和2年12月11日 ― 6,424,000 令和2年12月11日 令和3年3月12日
路線測量　L＝2.23㎞
ボーリング　N＝3箇所

272 コンサル ―
上下水道部
下水道維持
室

桔梗が丘第１処理分区測量等業務委
託

名張市　桔梗が丘4番町　地内
株式会社サンクリエイト　名張営
業所

令和2年12月11日 令和3年3月5日 6,860,700 令和2年12月11日 令和3年3月12日

路線測量　L=2.82km
ボーリング　N=3箇所

道路陥没発錆路線の追加測量ならびに地
質調査結果に基づいた解析調査の追加に
伴う増額。

変更1回目：増額436,700円
（工期変更なし）

273 コンサル ―
上下水道部
下水道建設
室

管渠詳細設計業務委託（うぐいす台
汚水幹線ほか）

名張市　東田原　ほか　地内 株式会社エース　三重事務所 令和2年11月4日 ― 28,942,100 令和2年11月4日 令和3年3月19日

・管渠詳細設計（開削工法）L=1,257m
・管渠詳細設計（推進工法）L=213m
・ﾏﾝﾎｰﾙ形式ﾎﾟﾝﾌﾟ場　　　　N=1箇所
・路線測量　　　　　　　　L=1.413km
・地質調査（機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） N=5箇所
・地質調査（試験、解析）　1式
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（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 場所 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　備考
（単価契約の場合は、単
位・予定数量）

【契約状況の公表】　条件付き一般競争入札 （予定価格250万円超）　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

274 コンサル ―
上下水道部
下水道建設
室

管渠詳細設計業務委託（うぐいす台
汚水幹線ほか）

名張市　東田原　ほか　地内 株式会社エース　三重事務所 令和2年11月4日 令和3年3月17日 ― 令和2年11月4日 令和3年6月30日

本業務路線は埋設管(上水道、NTT、農業
集落排水、藤が丘処理場からの排水)が
多く、また集落排水の圧送管や、藤が丘処
理場からの排水管等、埋設位置が不明な
箇所が多い路線であり、かつｺﾐﾆﾃｨﾊﾞｽも
通る団地間を結ぶ路線であることから、地
下埋設物調査箇所の選定や調査方法の
選定、及びそれに伴う交通規制や道路管
理者との協議に期間を要したことや、コロ
ナ過の中、上記調査における地元調整や
計画管路の隣接者が公共下水道への接
続を希望したことにおける事業説明やマス
立合等に不測の日数を要した為。

変更1回目：工期延長のみ
（変更前：R3.3.19）

275 委託 ―
上下水道部
水道工務室

桜ケ丘配水池系統管路漏水調査業
務委託

名張市　平尾　ほか　地内
株式会社コスモリサーチ　中部
支店

令和2年12月16日 ― 1,837,000 令和2年12月16日 令和3年3月18日

作業計画　L=16.60ｋｍ
現場下見調査　L=16.60ｋｍ
戸別音聴調査　N=1719戸
漏水確認調査　L=16.60ｋｍ
弁きょう等点検・清掃工　N=305箇所
報告書作成　L=16.60ｋｍ

276 工事 管工事
都市整備部
営繕住宅室

名張市立看護専門学校給水ポンプ改
修工事

名張市　百合が丘西5番町　地
内

有限会社中嶋工業 令和2年11月18日 ― 3,220,800 令和2年11月18日 令和3年1月20日

看護専門学校給水ポンプ取替工事　一式
・給水ポンプ取替×1組　（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御、
推定末端圧一定方式、自動交互・並列運
転 口径40φ×50φ
吐出量400L/min 、揚程30ｍ、三相200V、
出力2.2kw）
上記取替工事に伴う防振架台、制御盤、
給水管等取替　一式

277 物品 ―
市立病院事
務局
総務企画室

立位撮影台購入
名張市　百合が丘西1-178　地
内

トヨタ産業株式会社　津営業所 令和2年10月15日 ― 2,678,500 令和2年10月15日 令和2年11月30日 立位撮影台１台の購入

278 物品 ―

市立看護専
門学校事務
局　教務庶
務室

多職種連携ハイブリッドシミュレータ
購入

名張市　百合が丘西5番町　地
内

中辻医科器械株式会社 令和2年11月20日 ― 3,080,000 令和2年11月20日 令和3年3月15日 多職種連携ハイブリッドシミュレータ１体
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