
当初　　（始） （終） 変更後　（始） （終）

（環31-1）
大木地内防火水槽設
置工事

大字大木地内 3,410,000円 3,601,400円 令和1年12月18日 令和2年3月11日 土木一式 防火水槽設置 張コンクリート面積の変更による増額

（子31-1）
第２神田学童保育所
施設建設工事

大字六把野新
田地内

25,322,000円 29,054,300円 令和1年9月25日 令和2年2月28日 建築一式
木造平屋建
建築面積　98.33㎡
延床面積　87.77㎡

小学校要望等による施工変更及び出来高変更による増
額

（産災31-1）
神田土地改良区第２
揚水機場豪雨災害復
旧工事

大字山田地内 11,858,000円 40,953,000円 令和1年9月19日 令和2年3月31日
機械設備一
式

神田土地改良区第２揚水機場豪雨災害
復旧工事

豪雨による浸水及び落雷により機能しないポンプ他機
械機器、電気品の整備が必要となったため。
（整備箇所の追加及び増額）

（産31-1）
東員共同福祉施設ほ
か屋根及び外壁改修
工事

大字山田地内 35,849,000円 38,721,100円 令和1年8月28日 令和1年12月27日 令和1年8月28日 令和2年3月31日 建築一式
東員共同福祉施設ほか屋根及び外壁改
修工事

施工中に、新たに発見した整備箇所の改善及び防水性
能を高めるための仕様材料の変更が必要となったた
め。
（整備箇所の追加及び仕様材料の変更に伴う増額並び
に工期延長）

（水31－1）
第一水源地設備更新
工事

大字山田地内 224,620,000円 237,871,700円 令和1年5月22日 令和2年2月28日 令和元年5月22日 令和2年3月16日 水道施設
電気・計装設備更新 　1式
機械設備更新　1式
建築設備更新　1式

屋根防水工事追加による増額

（水31－2）
県道菰野東員線配水
管布設工事（その３）

大字南大社地
内

4,807,000円 5,958,700円 令和1年8月28日 令和2年2月28日
水道管布設
工事

管布設工　φ150PEP（融着接合）
L=161.7m

施工延長の増による増額

（公下31－1）
城山マンホール蓋取
替工事（その１）

城山地内 13,780,800円 14,011,920円 令和1年6月19日 令和1年9月30日 土木一式
マンホール蓋取替　41箇所
マンホール蓋取替工　補助分　30箇所
マンホール蓋取替工　単独分　11箇所

コンクリート構造物の取壊しが増えたための増額

（公下31－2）
城山マンホール蓋取
替工事（その2）

城山地内 14,007,600円 17,690,400円 令和1年6月19日 令和1年9月30日 土木一式
マンホール蓋取替　42箇所
マンホール蓋取替工　補助分　30箇所
マンホール蓋取替工　単独分　12箇所

マンホール蓋取替箇所増加による増額

（公下31－3）
鳥取汚水第17工区枝
線管渠布設工事

大字鳥取地内 3,283,200円 3,866,400円 令和1年6月5日 令和1年9月13日 土木一式

施工延長　L=60.27m
管渠布設工Φ150　L=58.47m
1号マンホール工　3箇所
汚水枡設置工(塩ビ蓋)　9箇所

施工延長の増による増額

（公下31－5）
山田汚水第57工区枝
線管渠布設工事

大字山田地内 3,982,000円 4,983,000円 令和1年12月25日 令和2年3月16日 土木一式

施工延長　L=56.84m
管渠布設工Φ150　L=54.14m
1号マンホール工　4箇所
汚水枡設置工(塩ビ蓋)　9箇所

施工延長の増による増額

（特下31－1）
大木汚水第10工区枝
線管渠布設工事

大字大木地内 6,226,000円 7,739,600円 令和1年5月22日 令和1年10月31日 土木一式

施工延長　L=85.29m
管布設延長　L=81.54m
1号マンホール　7箇所
公共ます(塩ビ)　  11箇所

施工延長の増による増額
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（特下31－2）
北大社汚水第115工
区枝線管渠布設工事

大字北大社地
内

2,651,000円 2,685,100円 令和1年9月25日 令和1年12月13日 土木一式

施工延長　L=59.00m
管布設延長　L=58.10m
1号マンホール　1箇所
楕円マンホール工　1箇所
公共ます(塩ビ)　  7箇所

施工延長の増による増額

（特下31－3）
北大社汚水第110工
区枝線管渠布設工事

大字北大社地
内

4,169,000円 5,141,400円 令和1年11月13日 令和2年1月31日 土木一式

施工延長　L=48.50m
管布設延長　L=45.80m
1号マンホール　  3箇所
楕円マンホール　2箇所
公共ます(塩ビ)　  8箇所

施工延長の増による増額

(教31-9)
東員第一中学校ラン
チルーム屋根塗装工
事

大字六把野新
田地内

9,482,000円 10,066,100円 令和1年10月23日 令和2年1月20日 建築一式 ランチルーム屋根塗装

・屋根防水工をトップコート工に変更
・トップライト部シーリング工の追加
・垂れ壁補修工の追加
による増額

（教31-7）
城山小学校通級指導
教室改修工事

城山地内 3,630,000円 3,778,500円 令和1年9月25日 令和1年12月9日 建築一式
教室改修
エアコン設置

・不透明スクリーン貼の増
・スロープ側壁差し筋の増
・溝排水パイプ設置の追加等
による増額

（教31-4）
東員保育園・神田幼
稚園遊戯室等空調設
備改修工事

大字六把野新
田地内

10,780,000円 19,477,700円 令和1年10月23日 令和2年1月20日 令和1年10月23日 令和2年3月12日 管 エアコン改修
園児室の追加等
による増額

（建31-10）
町道長深885号線道
路改良工事

大字長深地内 13,090,000円 13,291,300円 令和1年11月27日 令和2年3月20日 土木一式

施工延長A路線L＝56.62ｍ
　　　　　　B路線L＝41.85ｍ
道路土工　　　　1式
舗装工　　　　　1式
排水溝構造物工　1式
付帯工　　　　　1式
区画線工　　　　1式
取壊し工　　　　1式

①宅内桝移設　　　　　　　　　　2箇所の追加
②根株の伐根　　　　　　　　　　2箇所の追加
　根株の処分　　　　　　　　　　1ｔの追加
③視線誘導標設置　　　　　　　　1箇所の追加
④区画線工　ゾーン30表示　　　 1箇所の追加
⑤コンクリート取り壊し（鉄筋）　7㎥の減
殻運搬処分（鉄筋）　          7㎥の減
⑥ポストコーン　撤去・再設置　　6箇所の追加
による増額

（建31-12）
町道笹尾１号線歩道
補修工事（その２）

笹尾西地内 8,591,000円 8,724,100円 令和1年11月13日 令和2年1月27日 舗装補修

施工延長　 　 L=255.0m
舗装工　　　　A=613㎡
高木撤去工　　　　17本
高木撤去工（伐根） 1本
低木撤去工　　 　 19㎡

蓋据付工（受枠共）又は調整Conブロック据付工　6組の
追加
無収縮モルタル　5袋の追加
による増額

（建31-13）
町道北大社７１４号線
道路改良工事

大字北大社地
内

13,233,000円 13,689,500円 令和1年12月18日 令和2年3月27日 土木一式

施工延長　　 L=41.181m
道路土工　　1.0式
舗装工　　  1.0式
擁壁工　　　1.0式
排水構造物工　1.0式
防護柵工　　1.0式
構造物撤去工　1.0式

①山土　　　　　　　　　　　　　　　　　　100㎥の減
再生クラッシャーラン　　　　　　　　　100㎥の追加
②暗渠排水管　　　　　　　　　　　　　28ｍ管単価の変更
構造物とりこわし工（鉄筋）運搬・処分　　1.6㎥の減
カッター入れ　　　　　　　　　　　　　　56ｍの追加
③敷鉄板設置・撤去　　　　　　　　　36㎡の追加
交通誘導員B　　　　　　　　　　　　　　6人の追加
④セーフティスリーブ　　　　　　　　　2枚の追加
による増額

（建31-16）
町道中上８８４号線歩
道整備工事（その５）

大字中上地内 6,380,000円 8,672,400円 令和1年12月18日 令和2年3月10日 令和1年12月18日 令和2年3月17日 土木一式
施工延長　　 L=143.0m
切削オーバーレイ工　A=928.0㎡
側溝工　　 L=5.0m

変更完成期限　　　令和2年3月17日（7日間の延長）
路面カラー塗装　　Ａ＝177㎡の追加
道路鋲設置工　1個の減
マンホール蓋撤去・据直し工　4箇所の追加
交通誘導警備係員Ｂ　10.5人の増
による増額及び工期延長



当初　　（始） （終） 変更後　（始） （終）

変更契約結果調書

工事名 工事場所 当初契約金額 変更契約金額 工事種別 工事概要 変更理由
工期

（建31-8）
薮下橋外２橋長寿命
化修繕工事

大字鳥取、長
深地内

5,599,000円 5,716,700円 令和1年10月23日 令和2年1月6日 令和1年10月18日 令和2年3月18日
橋梁保全工
事

薮下橋長寿命化修繕工事　　1式
北守西橋長寿命化修繕工事　1式
西沢下橋長寿命化修繕工事　1式

舗装版切断　　2ｍの追加
ガードレール支柱（φ114.3×4.5×900）2本の減
カッター入れ　　　1ｍの追加
ガードレール支柱（φ114.3×4.5×1100）2本の追加
舗装版破砕　　　　0.2㎡の追加
アンカー筋挿入（M22×240）8本の減
コンクリートはつり0.2㎡の追加
アンカー筋挿入（M22×190）4本の追加
構造物とりこわし工0.06㎥の追加
コンクリート削孔　　　4孔の減
殻運搬・処分（As）0.01㎥の追加
鉄筋探査工　　　0.6㎡の減
殻運搬・処分（無筋Co）0.07㎥の追加
交通誘導員　　　4.8人の増
コンクリート（24-12-25）0.06㎥の追加
素地調整　３種ケレンA　　　A=29.8㎡の減
型枠　　　　　　　0.4㎡の追加
素地調整　２種ケレン　　　　A=29.8㎡の追加
コンクリート（18-8-25）0.02㎥の追加
防食下地　　　　　　　　　　A=29.8㎡の追加
による増額及び工期延長

（建31-9）
藤川川西橋長寿命化
修繕工事

大字六把野新
田地内

8,217,000円 9,172,900円 令和1年10月23日 令和2年2月5日 令和1年10月23日 令和2年2月14日
橋梁保全工
事

藤川川西橋長寿命化修繕工事　一式

FRPシート設置工　A=1.32㎡の増
樹脂モルタル舗装工　A=64㎡の減
塗装塗替　２種ケレン　A=1.32㎡の増
塗装塗替　清掃水洗い　A=4㎡の増
塗装塗替　３種ケレンA　A=174㎡の追加
塗装塗替　３種ケレンC　A=170㎡の減
塗装塗替　下塗り　A=60㎡の減
塗装塗替　中塗り（淡彩）　A=60㎡の減
塗装塗替　上塗り（淡彩）A=60㎡の減
防滑工　A=64㎡の追加
高欄補修工　一式の追加
交通誘導員B　13.4人の増
舗装版切断　　L=3.2ｍの追加
舗装版破砕　　A=1.3㎡の追加
殻運搬・処分　C=0.1㎥の追加
掘削　　　　　C=1.4㎥の追加
埋戻し　　　　C=1.4㎥の追加
表層　　　　　A=1.3㎡の追加
による増額及び工期延長

（建31-14）
町道長深８３５号線災
害復旧工事

大字長深地内 21,208,000円 22,502,700円 令和2年1月15日 令和2年5月22日
道路改良工
事

施工延長（補助）　　L=12.0m
家屋解体工事
ブロック積工(1)　　　 A=19㎡
木造平屋建住宅　　57.97㎡
ブロック積工(2)　　　 A=33㎡
コンクリートブロック造　　2.64㎡
アウファルト舗装工　　A=14.0㎡
木造平屋建倉庫　　2.96㎡
防護柵撤去・設置工　　L=12.0ｍ
木造平屋建倉庫　　5.59㎡
雑工(ブロック積工)　　A=13㎡
軽量鉄骨造平屋建倉庫　　2.45㎡
施行延長（単費）　　L=30.7ｍ
外構等一式　　1.0式
ブロック積工(3)　　　 A=46㎡
ブロック積工(4)　　　 A=107㎡
アウファルト舗装工　　A=53.0㎡
防護柵撤去・設置工　　L=32.0ｍ
縦溝工　　L=5.0㎡
U型側溝工　　L=3.0㎡
集水桝工　　N=3箇所
自由勾配側溝　　L=2.5ｍ

コンクリートブロック工
石積　　A=12.0㎡の追加
アスファルト舗装工
表層・路盤　　A=25.0㎡の追加
側溝工
自由勾配側溝　　L=2.5ｍの追加
による増額


