様式８号（第３条関係）

平 成 30 年 度

変

更

契

約

状

況

平成30年12月 契約分
工事名称（工事場所）
当初事業概要
契約相手方
事業担当課
種別
整理番号
３０鹿下第２３号 根三田地区汚水管整 汚水管整備工事_市道7319号
備工事（鹿嶋市長栖地内）
線・市道7320号線 施工延長 ㈱小沼工務店
L=82.10m 管路施設工○管
布設工φ200 管体延長
L=80.90m○人孔設置工 塩ビ
熱絶縁工事 20181092 人孔2基○付帯工1式

下水道課
３０鹿教総第３５号 中央図書館外装他
補修工事（鹿嶋市大字宮中２３９８番地
１）

教育総務課 建築一式工事 20181112
３０国補防安鹿道建第３－３号 道路改
良工事（鹿嶋市角折・棚木地内）

道路建設課 土木一式工事 20182010
３０国補社交鹿道建第４－３号 道路改
良工事（鹿嶋市宮中地内）

ＲＣ造１階建○延床面積
1742.38㎡○防水補修工事一
式○外装補修工事一式○内
装補修工事一式

市道0155号線 L=70m○土工1式○排水工
KUS-300×300 L=87m KUS-400×400
L=19m○集水桝工 3箇所○縁石工 歩車境界
ﾌﾞﾛｯｸ L=173m 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ L=9m○舗装
工(市道部車道) 下層路盤工(RC-40)t=35cm
A=562㎡ 上層路盤工(MS-25)t=15cm A=525
㎡ 表層工(再生密粒As)t=5cm A=556㎡○雑
工 1式
市道8552号線 L=80.0ｍ○土工1式○排水工
側溝工KUR300×300 L=80m,集水桝工 2箇所
○擁壁工 L=22m○縁石工 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
L=79m○舗装工 下層路盤工RC-40 t=12cm
A=95㎡,上層路盤工MS-25 t=11cm A=94㎡,
表層工As13 t=4cm A=260㎡,上層路盤工MS25 t=10cm A=7㎡,表層工 ｺﾝｸﾘｰﾄ A=7㎡○雑
工

茨城県鹿嶋市小山
1066-2

水道課

水道施設工事 20181097

増減

工区の地盤が当初想定していたより自立 変更回数 1 変更契約日： Ｈ30年12月04日 契約額
性が悪く、作業員の安全を確保できないこ
とから、簡易土留を46ｍ追加する増額の設 契約額
7,300,800 円
7,873,200 円 増額
計変更を行うものです。
自
Ｈ30年09月14日 Ｈ30年09月14日
－
至
Ｈ31年01月11日 Ｈ31年01月11日

外壁タイル復旧の施工において，現在では 変更回数 1 変更契約日： Ｈ30年12月07日
増減
既存のタイルと同じ形状のものは規格品に
よる販売が行われていなことから，同じ形 契約額
3,780,000 円
3,780,000 円 無し
状のタイルを焼くための型を製作して材料
茨城県鹿嶋市宮下1- の手配をするのに時間を要する為，85日間 自 Ｈ30年10月19日 Ｈ30年10月19日
85日増
の工期延長をするものである。
6-7
至
Ｈ30年12月17日 Ｈ31年03月12日

㈱小堤工業
茨城県鹿嶋市角折
1488-1
㈱ミドリヤ 鹿嶋支店
茨城県鹿嶋市宮中75-12

150)Ｌ=178.0ｍ，(φ100)Ｌ=11.2ｍ

茨城県鹿嶋市宮中66-9

配水管布設工○水道用耐衝
撃性硬質塩化ビニール管
(HIVP_RRφ150)Ｌ=234.1ｍ

変更
変更前の状況 変更後の状況
状況

㈱鹿島美装

道路建設課 土木一式工事 20181128
３０鹿上水第１３号 配水管布設工事（鹿 配水管布設工○水道用耐衝撃性
硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ ㈱鹿島ガーデン
嶋市清水地内）

水道施設工事 20181096
水道課
３０鹿上水第１４号 配水管布設工事（鹿
嶋市清水地内）

変更契約の理由

㈱小堤工業
茨城県鹿嶋市角折
1488-1

-1-

当初，隣接地への残土搬出を予定してい 変更回数 1 変更契約日： Ｈ30年12月07日 契約額
たが，予定地の受け入れが困難になり，処
分先に変更が生じたこと，また一部舗装路 契約額 18,684,000 円 22,248,000 円 増額
盤の追加，信号機の設置時期による規制
Ｈ30年07月24日 Ｈ30年07月24日
表示の調整が必要となったため，設計変更 自
－
するものである。
至
Ｈ30年12月20日 Ｈ30年12月20日
工事着手後，構造物設置の際に，木の根 変更回数
が支障となったため撤去工事を追加するも
のである。
契約額

1 変更契約日： Ｈ30年12月17日 契約額
5,616,000 円

5,961,600 円

自

Ｈ30年11月09日 Ｈ30年11月09日

至

Ｈ31年03月08日 Ｈ31年03月08日

増額
－

本工事において，配水管資材の一部に曲管及 変更回数
1 変更契約日： Ｈ30年12月18日 契約額
びT字管を設計計上していたが，受注生産であ
ること，また，国内における地震や台風で被災地 契約額
9,450,000 円
9,450,000 円 無し
域に資材が集中したことにより配水管資材の不
足をきたしたため，不測の日数を要したことから
自
Ｈ30年10月03日 Ｈ30年10月03日
50日間の工期延長をするものである。
50日増

至

Ｈ30年12月26日 Ｈ31年02月14日

本工事において，配水管資材の一部に曲 変更回数 1 変更契約日： Ｈ30年12月18日 契約額
管を設計計上していたが，受注生産である
こと，また，国内における地震や台風で被 契約額
9,676,800 円
9,676,800 円 無し
災地域に資材が集中したことにより配水管
自
Ｈ30年10月03日 Ｈ30年10月03日
資材の不足をきたしたため，不測の日数を
50日増
要したことから50日間の工期延長をするも
至
Ｈ30年12月26日 Ｈ31年02月14日
のである。

様式８号（第３条関係）

平 成 30 年 度
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平成30年12月 契約分
工事名称（工事場所）
当初事業概要
契約相手方
事業担当課
種別
整理番号
３０鹿上水第１５号 配水管布設工事（鹿
嶋市清水・明石地内）
配水管布設工○水道用耐衝 秋元設備工業㈱
撃性硬質塩化ビニール管
(HIVP_RRφ150)Ｌ=173.0ｍ，
(φ75)Ｌ=35.1ｍ

水道施設工事 20181098

茨城県鹿嶋市宮中
5186

水道課
３０鹿上水第１６号 配水管布設工事（鹿
嶋市明石地内）
配水管布設工○水道用耐衝 加藤建設㈱
撃性硬質塩化ビニール管
(HIVP_RRφ150)Ｌ=160.0ｍ，
(φ75)Ｌ=3.0ｍ

水道施設工事 20181099
水道課
３０鹿下第２１号 根三田地区汚水管整
備工事（鹿嶋市大字長栖地内）

汚水管整備工事_市道0201・7319号線
施工延長L=152.70m 管路施設工○管
布設工φ200 管体延長L=149.40m○
人孔設置工 1号人孔3基 塩ビ人孔1
基○汚水桝設置工及び取付管布設工
N=4箇所○付帯工1式

茨城県鹿嶋市高天原
1-6-62
高木工業㈱
茨城県鹿嶋市明石
401

土木一式工事 20182024
下水道課
<＊追加>２９鹿教総第４７号 大野区域
大地・日向寺特定建設
屋内温水プール新築工事 建築工事（鹿 屋内温水プール整備 RC造
工事共同企業体
嶋市津賀１９０４番地１）
平屋建 建築面積1331.42㎡
延床面積1278.36㎡〇建築工
事一式

茨城県鹿嶋市宮中
5259-1
教育総務課 建築一式工事 20172051
<＊追加>２９鹿教総第４９号 大野区域
小堤・生井澤特定建設
屋内温水プール新築工事 機械設備工 屋内温水プール RC造 平屋
工事共同企業体
建
建築面積
1331.42㎡
延
事（鹿嶋市津賀１９０４番地１）
床面積 1278.36㎡〇給排水
衛生設備工事一式〇空調換
気設備工事一式

教育総務課

電気工事

20172054

至

-2-

増減

Ｈ30年12月26日 Ｈ31年02月14日

本工事において，配水管資材の一部に曲管及 変更回数
1 変更契約日： Ｈ30年12月18日 契約額
びT字管を設計計上していたが，受注生産であ
ること，また，国内における地震や台風で被災地 契約額
8,208,000 円
8,640,000 円 無し
域に資材が集中したことにより配水管資材の不
足をきたしたため，不測の日数を要したことから
自
Ｈ30年10月03日 Ｈ30年10月03日
50日間の工期延長をするものである。
50日増

至
市道7319号線に占用している湖岸南部土地改良区所
変更回数
有の石綿管φ800について，当初，土被りを3.1ｍと想定
していたが，試掘の結果，2.5ｍであることから，本管整
備において支障となるため，管底高を約1.6ｍ上げる減 契約額
額の設計変更を行い，併せて近隣工区間の交通確保に
自
不測の日数を要した為，40日間の工期延長を行うもの
です。

至

Ｈ30年12月26日 Ｈ31年02月14日

1 変更契約日： Ｈ30年12月20日 契約額
17,085,600 円

14,385,600 円

Ｈ30年09月26日 Ｈ30年09月26日

減額
40日増

Ｈ31年01月23日 Ｈ31年03月04日

作業員の確保についてはどの現場でも人 変更回数 1 変更契約日： Ｈ30年12月21日 契約額
手不足となっている。また，コンクリートの
予約についても調整に期間を要しているた 契約額 477,360,000 円 477,360,000 円 無し
め安全に工事を進捗させるため43日間の
自
Ｈ29年12月16日 Ｈ29年12月16日
工期延長をするものである。
43日増
至
Ｈ31年01月31日 Ｈ31年03月15日
建築工事が工期延長となり付随する工事
であるため43日間の工期延長をするもの
である。

建築工事が工期延長となり付随する工事
であるため43日間の工期延長をするもの
である。

茨城県鹿嶋市大字平
井20-196

変更
変更前の状況 変更後の状況
状況

本工事において，配水管資材の一部に曲管及 変更回数
1 変更契約日： Ｈ30年12月18日 契約額
びT字管を設計計上していたが，受注生産であ
ること，また，国内における地震や台風で被災地 契約額
9,655,200 円
9,655,200 円 無し
域に資材が集中したことにより配水管資材の不
足をきたしたため，不測の日数を要したことから
自
Ｈ30年10月03日 Ｈ30年10月03日
50日間の工期延長をするものである。
50日増

茨城県鹿嶋市角折
1488-1

教育総務課
管工事
20172053
<＊追加>２９鹿教総第４８号 大野区域
屋内温水プール新築工事 電気設備工 屋内温水プール RC造 平屋 青塚電気工事㈱
事（鹿嶋市津賀１９０４番地１）
建て 建築面積 1331.42㎡
延床面積 1278.36㎡〇電気
設備工事一式

変更契約の理由

変更回数

1 変更契約日： Ｈ30年12月21日 契約額

契約額 152,064,000 円 152,064,000 円

自

Ｈ29年12月16日 Ｈ29年12月16日

至

Ｈ31年01月31日 Ｈ31年03月15日

無し
43日増

変更回数

1 変更契約日： Ｈ30年12月21日 契約額

契約額

70,200,000 円

70,200,000 円

自

Ｈ29年12月16日 Ｈ29年12月16日

至

Ｈ31年01月31日 Ｈ31年03月15日

無し
43日増

様式８号（第３条関係）

平 成 30 年 度
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平成30年12月 契約分
工事名称（工事場所）
変更
当初事業概要
契約相手方
変更契約の理由
変更前の状況 変更後の状況
状況
事業担当課
種別
整理番号
本工事にて更新予定機器のサイクロ減速
３０鹿浄第３７号 水処理施設補修工事
㈱日立プラントサービス 機の納期が，当初予定よりも年末年始工 変更回数 1 変更契約日： Ｈ30年12月25日
（鹿嶋市大字平井２２７１番地１ 鹿嶋市
茨城支店
場停止期間の影響が大きく20日程度伸び 契約額
3,564,000 円
3,564,000 円
浄化センター）
№2-2初沈汚泥掻寄機補修工
事
機械器具設置工事 20181108
下水道課
３０市整鹿道建第１８号 道路改良工事
（鹿嶋市浜津賀地内）

市道2038号線 L=260.0m〇土工 N=1.0
式〇排水工 L=261.0m〇集水桝工
N=2.0箇所〇擁壁工 L=147.0m〇舗装
工(本線) 上層路盤 A=843.0㎡ 表層
A=843.0㎡〇舗装工(取付) 上層路盤
A=39.0㎡ 表層 A=40.0㎡〇雑工 N=1.0
式

た。本件に付随し，実際の現地施工の予定
茨城県水戸市泉町2- もずれ込んだ為，40日間の工期延長（3月
13日まで）をするものです。
2-27

都市計画課

建築一式工事 20182027

Ｈ30年10月05日 Ｈ30年10月05日

至

Ｈ31年02月01日 Ｈ31年03月13日

本工事箇所において，隣接する畑の耕作 変更回数 1 変更契約日： Ｈ30年12月28日
者からの申出により，収穫作業との調整が
必要となったため，作業時間が限られ不測 契約額 12,096,000 円 12,096,000 円
の日数を要したことから，４０日間の工期延
自
Ｈ30年09月19日 Ｈ30年09月19日
茨城県鹿嶋市大字武 長を行うものである。

日比谷殖産㈱

井釜793-1
道路建設課 土木一式工事 20182022
３０社総交鹿都計第３号 市営港ヶ丘団
市営港ヶ丘団地外装改修工＿構
地２号棟外装改修工事（鹿嶋市大字下津 造：ＲＣ造５階建，建築面積
小沼建設㈱
２７３番地５０）
=214.09㎡○仮設工事一式○防
水工事一式○排水管及び支持金
物取換え工事一式○外壁改修工
事一式○塗装工事一式○ほか

自

至

茨城県鹿嶋市平井
1345

今回の改修工事の爆裂箇所について，高圧洗浄実施
変更回数
後足場から爆裂箇所を間近かで確認したところ，新たに
爆裂箇所が確認できたことから，改修することが必要と
判断し設計変更するものです。合わせて，階段室部分 契約額
の電気ボックス及びタラップの塗装，外壁に設置してあ
自
る電話端子盤の丁番補修，隔て板の案内表示の取付，
足場設置によるＢＳアンテナ及び鳩対策用網の移動，
再設置の追加を行うものです。
至
変更回数

15,411,600 円

Ｈ31年01月15日 Ｈ31年01月15日
変更契約日：

変更契約日：

契約額

自
至

自
至

-3-

16,275,600 円

Ｈ30年10月10日 Ｈ30年10月10日

至

契約額

無し
40日増
増減
無し
40日増

1 変更契約日： Ｈ30年12月28日 契約額

自

変更回数

増減

Ｈ31年01月16日 Ｈ31年02月25日

契約額

変更回数

増減

変更契約日：

増額
－

