
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

2,900,000 232,000 3,132,000

(2,800,000) (224,000) (3,024,000)

17,450,000 1,396,000 18,846,000

(15,700,000) (1,256,000) (16,956,000)

58,220,000 5,822,000 64,042,000

(58,700,000) (5,870,000) (64,570,000)

9,260,000 740,800 10,000,800

(9,000,000) (720,000) (9,720,000)

31,810,000 3,181,000 34,991,000

(30,500,000) (3,050,000) (33,550,000)

北進工業　株式会社

　　　　　　　（変更前）

自R01.07.03
至R01.09.13

工９ 町道まちなか通り線新設工事
置戸町
字置戸

道路改良工事　L=149m
下水道管敷設　L=130m
水道管敷設　L=91m

道道取付部及び解体構
造物の数量変更

・現場不符合による変更
株式会社　遠藤組

　　　　　　　（変更前）

自R01.07.03
至R01.10.31

工７ 中央公民館外構改修工事
置戸町
字置戸

路面清掃　1,880㎡
インターロッキングブロック舗装
100㎡
インターロッキングブロック舗装
（布設替） 100㎡
照明柱塗装・灯具交換　1式

インターロッキングブロッ
ク敷設、舗装工等の変
更

・現場不符合による変更

株式会社　遠藤組

　　　　　　　（変更前）

自R01.06.05
至R01.09.27

工５ 境野公民館解体及び外構工事
置戸町
字境野

４３８番地

鉄骨造平屋498㎡解体
建築・電気設備・機械設備・ア
スベスト処理
外構舗装1,290㎡　外

産廃処分量等数量変更 ・現場不符合による変更
北進工業　株式会社

　　　　　　　（変更前）

自R01.06.19
至R01.10.31

工４
北光愛の沢地区各戸給水管敷設
工事

置戸町
字北光

各戸給水　１４戸
材料・敷設・土工・舗装
数量等の変更

・現場不符号による変更

令和元（平成３１）年度工事契約に係る契約内容の変更等

工３
まちなか団地通り線道路改良に伴
う
水道管取替工事

置戸町
字置戸

ダクタイル鋳鉄管　φ１５０ｍｍ
７８ｍ
止水栓設置　１箇所

管路・管布設工等の変
更

・現場不符号による変更
株式会社　遠藤組

　　　　　　　（変更前）

自R01.05.08
至R01.06.28



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

令和元（平成３１）年度工事契約に係る契約内容の変更等

23,200,000 2,320,000 25,520,000

(23,100,000) (2,310,000) (25,410,000)

57,800,000 5,780,000 63,580,000

(52,600,000) (5,260,000) (57,860,000)

11,270,000 1,127,000 12,397,000

(10,900,000) (1,090,000) (11,990,000)

43,200,000 4,320,000 47,520,000

(46,400,000) (4,640,000) (51,040,000)

44,260,000 4,426,000 48,686,000

(43,200,000) (4,320,000) (47,520,000)

44,200,000 4,420,000 48,620,000

(44,260,000) (4,426,000) (48,686,000)

下部工及び床版断面修
復工等の増

・現場不符合による変更

橋梁現場塗装工のブラ
スト材の使用量の減

・現場不符合による変更

北進工業　株式会社

　　　　　　　（変更前）

自R01.09.13
至R02.03.06

仮設防護柵及び交通誘
導警備員の減

・現場不符合による変更

工１７
社会資本整備総合交付金事業
橋梁長寿命化修繕工事

置戸町
字置戸

学友橋修繕工事　１式

北進工業　株式会社

　　　　　　　（変更前）

自R01.09.05
至R01.10.31工１６ 南ヶ丘公園焼肉棟改修工事

置戸町
字置戸284
番地の4

常元既設焼肉棟を解体
南ヶ丘公園に移設

株式会社　遠藤組

　　　　　　　（変更前）

自R01.08.01
至R01.10.31

工１４
置戸地区簡易水道再編推進事業
給水支線配水管敷設工事

置戸町
字置戸

町道春日川東線配水管
L=934m
勝山浄水場外回り配水管
L=49m
勝山配水ポンプ室　1式

・計装設備の変更
・排泥弁の増

・現場不符合による変更
北進工業　株式会社

　　　　　　　（変更前）

自R01.08.24
至R01.12.13

防腐塗装工の追加
・柱脚金物内部の木材劣化が
 進んでいることによる変更

工１１
社会資本整備総合交付金事業
町営住宅解体工事

置戸町
字置戸

第７団地　簡平4棟16戸　除却
S51年建設　延床面積882.36
㎡
建材アスベスト処理

産廃処分量等数量変更 ・現場不符合による変更



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

令和元（平成３１）年度工事契約に係る契約内容の変更等

48,110,000 4,811,000 52,921,000

(49,000,000) (4,900,000) (53,900,000)

50,460,000 5,046,000 55,506,000

(48,110,000) (4,811,000) (52,921,000)

19,340,000 1,934,000 21,274,000

(25,000,000) (2,500,000) (27,500,000)

980,000 98,000 1,078,000

(2,740,000) (274,000) (3,014,000)

6,200,000 620,000 6,820,000

(5,300,000) (530,000) (5,830,000)

北進工業　株式会社

　　　　　　　（変更前）

自R01.09.13
至R02.01.31

配水管路延長の増
置戸浄水場施設改修の
数量変更

・現場不符合による変更

工１８
置戸地区簡易水道再編推進事業
給水支線配水管敷設工事（その２）

置戸町
字拓殖・常
元・北光・

豊住

町道愛の沢豊住線配水管　Ｌ
＝３２４ｍ

給水支線配水管（佐藤宅）　Ｌ
＝２７４ｍ

道道常元中里線配水管　Ｌ＝
４２８ｍ

置戸浄水場改修　１式
取水施設改修　１式

取水施設改修の取り止
め

・現場不符合による変更

工１９
北光愛の沢地区各戸給水管敷設
工事（その２）

置戸町
字北光・豊

住
各戸給水　１６戸

材料・布設・土工・舗装
数量等の減

・現場不符合による変更
株式会社　遠藤組

　　　　　　　（変更前）

自R01.09.13
至R02.01.31

株式会社　吉崎工業所

　　　　　　　（変更前）

自R01.09.13
至R02.01.31

工２１ 春日地区各戸給水管敷設工事
置戸町
字春日

漏水修繕　１箇所
漏水特定作業　１式

材料・布設・土工・舗装
数量等の増

・現場不符合による変更
株式会社　吉崎工業所

　　　　　　　（変更前）

自R02.2.26
至R02.3.20

工２０ 置戸地区水道管漏水修繕
置戸町
字北光

漏水修繕工　不断水ストッパー
φ２５０　１箇所

資機材の数量変更 ・不断水工取り止めによる変更


