
工=工事 委＝委託 （予定価格１３０万円以上の工事の公表です）

番号 工　　事　　名 工事場所 工 事 の 概 要 設計変更の概要 設計変更の理由 業者名
入札額(円) 消費税

相当額
　　(円）

契約金額
工期

127,880,000 10,230,400 138,110,400

(125,640,000) (10,051,200) 135,691,200

路盤工の変更

161,210,000 12,896,800 174,106,800

（159,500,000） （12,760,000） （172,260,000）

54,730,000 4,378,400 59,108,400

(53,800,000) (4,304,000) (58,104,000)

平成２７年度工事契約に係る契約内容の変更等

平成２６年

工22
置戸地区簡易水道再編推進事業
置戸配水池建設工事

置戸町
字拓殖

配水池１池
量水器室１室
排水接合井１基

量水器室工の変更
排水接合井工の変更
外廻り配管工の変更
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ工の追加
準備費の変更
残土処分量の変更

・量水器室建設位置の変更及
び加重に対する鉄筋量の増加
・排水用マンホール位置の変更
・位置変更に伴う配管の変更
・既設送水管漏水箇所の補修
に係る防護ｺﾝｸﾘｰﾄ工の追加
・処分量の実績数量への変更
・残土処分量の実績数量への
変更

北進・吉崎
経常建設共同企業体

　　　　　　　（変更前）

自H27.02.20
至H27.09.18

(変更前
至Ｈ27.09.18）

自H27.07.02
至H28.01.08

（変更前
自H27.07.02
至H27.12.18）

平成２７年

工７
置戸地区簡易水道再編推進事業
送配水管布設工事（その２）

置戸町
字拓殖・

置戸

施行延長L=603ｍ
鋳鉄管φ250
　L=341ｍ　減圧弁
室工1箇所
推進工1箇所、橋梁
添架工3箇所

河川占用協議に時間を
要したため

遠藤組・天内工業
経常建設共同企業体

自H27.07.02
至H27.12.18

（変更前
自H27.07.02
至H27.11.30）

平成２７年

工６
置戸地区簡易水道再編推進事業
送配水管布設工事（その１）

置戸町
字安住・
中里・
拓殖

施行延長L=4,324ｍ
ビニル管φ
100L=3,072ｍ、φ
75L=229ｍ
鋳鉄管φ150L=676
ｍ、推進工3箇所、
橋梁添架工2箇所

河川占用協議に時間を
要したため

北進・吉崎
経常建設共同企業体

自H27.07.02
至H28.01.08

平成２７年

工９
旧ふるさと銀河線
常呂川第１鉄橋撤去工事

置戸町
字置戸

鉄橋撤去（上部撤
去、橋脚、橋台撤
去）工
１式

A３橋台取壊工の追加
・堤防内に埋設されていた橋台
の取壊しを追加

株式会社　遠藤組

　　　　　　　（変更前）

自H27.08.04
至H28.03.18

平成２７年

工６
置戸地区簡易水道再編推進事業
送配水管布設工事（その１）

置戸町
字安住・
中里・
拓殖

施行延長L=4,324ｍ
ビニル管φ
100L=3,072ｍ、φ
75L=229ｍ
鋳鉄管φ150L=676
ｍ、推進工3箇所、
橋梁添架工2箇所

・凍上抑制層について、火
山灰の再使用から、下層路
盤の切込砂利再使用及び、
新材の切込砂利への使用に
変更

北進・吉崎
経常建設共同企業体

　　　　　　（変更前）



工=工事 委＝委託 （予定価格１３０万円以上の工事の公表です）

番号 工　　事　　名 工事場所 工 事 の 概 要 設計変更の概要 設計変更の理由 業者名
入札額(円) 消費税

相当額
　　(円）

契約金額
工期

平成２７年度工事契約に係る契約内容の変更等

47,210,000 3,776,800 50,986,800

(41,500,000) (3,320,000) (44,820,000)

54,730,000 4,378,400 59,108,400

(53,800,000) (4,304,000) (58,104,000)

47,210,000 3,776,800 50,986,800

(41,500,000) (3,320,000) (44,820,000)

社会資本整備総合交付金事業
橋梁長寿命化修繕工事（その２）

66,860,000 5,348,800 72,208,800

(64,000,000) (5,120,000) (69,120,000)

平成２７年

工１２
置戸町
字境野

舗装打換え工の追加
橋面舗装補修工の変更
防護工の変更
表面被覆工の変更
雪寒施設工の変更
橋梁現場塗装工の変更
運搬費の変更
伸縮継手補修工の変更
排水施設補修工の変更
断面補修工の追加
準備費の変更

・既設道路摺付部の舗装数量
確定による追加
・舗装版の破砕量確定による変
更　・板張防護工・ｼｰﾄ防護工
設計数量誤及び処分費確定に
よる変更　・表面被覆面積及び
防寒囲い面積確定による変更
・産廃溶出試験結果に伴う処理
方法の変更
・敷鉄板運搬費漏れによる変更
・胸壁、翼壁数量確定による変
更　・排水桝計上漏れによる変
更・伐開物数量確定による変更

北進工業　株式会社

　　　　　　　（変更前）

自H27.09.12
至H28.03.18

北進工業　株式会社

　　　　　　　（変更前）

自H27.09.04
至H28.03.04

平成２７年

工９
旧ふるさと銀河線
常呂川第１鉄橋撤去工事

置戸町
字置戸

鉄橋撤去（上部撤
去、橋脚、橋台撤
去）工
１式

上部取壊工の変更
仮設道路工の変更
締切工の変更
橋台・橋脚土工の変更
橋台取壊工の変更
橋脚取壊工の変更
堤防護岸工の変更
準備費の負担

・桁重量が確定したため変更
・貫入試験結果より敷砂利から
鉄板敷に変更
・土質状況により鋼矢板締切工
から大型土嚢締切工に変更
・施工時の沸水量により水潜工
の追加
・橋台の材質及び堆積確定によ
る変更
・橋脚の材質及び堆積確定によ
る変更。河床の橋脚周辺布設
ブロック取壊し追加
・伐開物処分量確定による追加

株式会社　遠藤組

　　　　　　　（変更前）

自H27.08.04
至H28.03.18

平成２７年

工１４ 境野浄化センター改築工事
置戸町
字境野

防食被覆工、電気
設備、機械設備工
一式

ｺﾝｸﾘｰﾄ補修厚の変更
ｺﾝｸﾘｰﾄ修復費の追加
汚泥処分費の追加

・処理水槽内のｺﾝｸﾘｰﾄの劣化
が著しいことから補修厚を変更
・原水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽内ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち継
ぎ箇所欠陥確認による修復費
の追加　・汚泥処分費の追加

一号橋補修
上部工　１～２径間

北進工業　株式会社

　　　　　　　（変更前）

自H27.09.04
至H28.03.04

平成２７年

工１４ 境野浄化センター改築工事
置戸町
字境野

防食被覆工、電気
設備、機械設備工
一式

ｺﾝｸﾘｰﾄ補修厚の変更
空気配管修復費の追加

・処理水槽内のｺﾝｸﾘｰﾄの劣化
が著しいことから補修厚を変更
・嫌気濾床槽第2・３室の空気配
管欠陥確認による修復費の追
加



工=工事 委＝委託 （予定価格１３０万円以上の工事の公表です）

番号 工　　事　　名 工事場所 工 事 の 概 要 設計変更の概要 設計変更の理由 業者名
入札額(円) 消費税

相当額
　　(円）

契約金額
工期

平成２７年度工事契約に係る契約内容の変更等

136,410,000 10,912,800 147,322,800

(140,000,000) (11,280,000) (152,280,000)

97,660,000 7,812,800 105,472,800

(97,000,000) (7,760,000) (104,760,000)

・埋戻土の土質が悪い土を火山
灰へ変更
・ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の材質変更
・伐開物の処分量確定による変
更

遠藤組・天内工業
経常建設共同企業体

　
　　　　　　（変更前）

自H27.10.07
至H28.03.18

平成２７年

工１５
置戸地区簡易水道再編推進事業
送配水管布設工事（その４）

置戸町
字北光・

拓殖

着水井、北光第２送水ﾎﾟ
ﾝﾌﾟ室の建設工の変更
準備費の変更
管渠工の変更
路盤工、舗装工の変更

・数量確定による変更
・伐開物の処分量確定による変
更　・水道管埋設位置変更に伴
う直管・曲管・土工数量の確定
による変更　・埋設位置変更に
伴う路盤工・舗装工の数量確定
による変更　　　　　　・ｱｽﾌｧﾙﾄ
合材の材質変更

遠藤組・天内工業
経常建設共同企業体

　
　　　　　　（変更前）

平成２７年

工１６
置戸地区簡易水道再編推進事業
送配水管布設工事（その５）

置戸町
字秋田

施工延長L=3,708ｍ
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ75
L=3,708ｍ

管路土工の変更
舗装工の変更
準備費の変更

施工延長L=2,260
ｍ、
橋梁添加工1箇所
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ
100L=2,165ｍ
塩ビ管φ50L=290ｍ
φ75L=1,482ｍ外

自H27.09.12
至H28.03.18


