様式８号（第３条関係）

平 成 30 年 度

変

更

契

約

状

況

平成31年2月 契約分
工事名称（工事場所）
事業担当課
種別
整理番号
３０市整鹿道建第２５号 道路改良工事
（鹿嶋市志崎地内）

道路建設課 土木一式工事 20182030
３０鹿総第１号 庁舎外構整備工事（鹿嶋
市大字平井１１８７番地１）

当初事業概要
市道0152号線外1路線○工事延長L=264.5m
○土工一式○排水構造物工,暗渠(VPφ
200)L=258.0m○ﾏﾝﾎｰﾙ工N=7箇所○仮設工
一式○舗装工,下層路盤(RC-40)t=18cm
A=33.0㎡,上層路盤(MS-25)t=11cm A=33.0
㎡，表層(再生密粒As13)t=4cm A=57.0㎡○
砕石舗装工，上層路盤(RC-40)t=20cm
A=202.0㎡○雑工一式

庁舎外構整備工事 A=4,700.0㎡ 〇
土工 1.0式〇擁壁工 Ｈ500－900
L=387.0ｍ〇排水構造物工 深溝側溝
300×400 L=207.0ｍ〇構造物撤去工
1.0式〇舗装工 A=4,700.0㎡〇区画線
工 L=2,171.0ｍ〇車止めブロック工
N=103.0個〇植栽工(客土)V=100.0ｍ3

契約相手方

変更
変更前の状況 変更後の状況
状況

増減

排水構造物設置に伴い掘削を行ったとこ 変更回数 1 変更契約日： Ｈ31年02月07日 契約額
ろ，既設路盤材が当初想定していたより厚
かったため，その撤去および処分が追加と 契約額 11,502,000 円 12,290,400 円 増額
なる設計変更を行うものである。
自
Ｈ30年10月30日 Ｈ30年10月30日
茨城県鹿嶋市大字武
－
井釜793-1
至
Ｈ31年02月26日 Ｈ31年02月26日

日比谷殖産㈱

当初設計において，計画していたアスファ 変更回数 1 変更契約日： Ｈ31年02月12日 契約額
ルト廃材，路盤ガラ，コンクリート廃材の処
分量等が増となったため,変更するものであ 契約額 55,728,000 円 58,719,600 円 増額
る。
自
Ｈ30年08月24日 Ｈ30年08月24日
茨城県鹿嶋市大船津
－
2223
至
Ｈ31年02月19日 Ｈ31年02月19日

㈱富山園建設

土木一式工事 20182016
総務課
３０鹿下第２号 鉢形地区汚水管整備工
事（鹿嶋市粟生地内）
汚水管整備工事＿市道0102 石津産業㈱
号線 管路施設工○管布設
工φ200 L=152.09m○人孔設
置工 3基

変更契約の理由

本工事箇所の道路用地について，地権者
との交渉が難航したことから，管体延長を
約22ｍ短縮する減額の設計変更を行うも
のです。

変更回数

契約額

2 変更契約日： Ｈ31年02月12日 契約額
5,184,000 円

5,022,000 円

茨城県鹿嶋市平井
861

自

Ｈ30年06月08日 Ｈ30年06月08日

東京都品川区西五反
田7-10-4

自

Ｈ30年07月13日 Ｈ30年07月13日

至

Ｈ31年02月18日 Ｈ31年02月18日

減額
－

土木一式工事 20181029
至
Ｈ31年03月29日 Ｈ31年03月29日
下水道課
今回の工事は，当初予定をしていた仮設 変更回数 1 変更契約日： Ｈ31年02月12日 契約額
３０鹿浄第３２号 水処理施設補修工事
住友重機械エンバイロメ 足場より簡易な足場での作業が可能となっ
（鹿嶋市平井２２７１番地１ 鹿嶋市浄化 水処理施設補修工事○2-1系
ント㈱
初沈給脂配管補修(1.0式)
〇
たため，減額の設計変更を行うものです。 契約額 17,042,400 円 16,718,400 円 減額
センター）
2-1系初沈スカムスキマ開閉
器補修(1.0式) 〇2-1系終沈
泥掻寄機補修(1.0式)

浄化センター 機械器具設置工事 20181050
３０鹿農林第３号 角折排水路整備工事 〇排水補修工事 L=34.5m 〇構
造物撤去工 V=19m3 〇法面保 ㈲小沢重機興業
（鹿嶋市角折地内）
護工 A=160㎡ 〇柵渠工（B型
3000×1200） 〇仮設工 N=1.0
式

農林水産課 土木一式工事 20181133
３０排水鹿道建第１５号 排水整備工事
（鹿嶋市中地内）

道路建設課

土木一式工事 20181140

市道3325号線○土工一式○排水構造
物工,側溝工(KDS500×900～
1000)L=20.0m,側溝工(KDS600×
1000)L=20.0m,ボックスカルバート(600
×600)L=5.0m,集水桝工2.0箇所○舗装
工,上層路盤(RC-40 t=15cm)A=54.0㎡,
表層(再生密粒As13 t=4cm)A=54.0㎡
○雑工一式

茨城県鹿嶋市荒野
1571-42

工事試験堀にて，地下水位が当初設計よ 変更回数 1 変更契約日： Ｈ31年02月12日 契約額
り高いため，ウエルポイントに変更する。B
型柵渠板が受注生産のため調達日数がか 契約額
4,622,400 円
5,194,800 円 増額
かるため，工期変更をする。
自
Ｈ30年12月04日 Ｈ30年12月04日
14日増
至
Ｈ31年03月04日 Ｈ31年03月18日
周辺住民との出入口部通行の調整に，不 変更回数
測の日数を要したため１５日間の工期の延
長をするものである。
契約額

佐々木工務店㈱
茨城県鹿嶋市中6371

-1-

－

1 変更契約日： Ｈ31年02月18日
4,374,000 円

4,374,000 円

自

Ｈ30年12月28日 Ｈ30年12月28日

至

Ｈ31年03月07日 Ｈ31年03月22日

増減
無し
15日増
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平成31年2月 契約分
工事名称（工事場所）
事業担当課
種別
整理番号
３０鹿総第１号 庁舎外構整備工事（鹿嶋
市大字平井１１８７番地１）

当初事業概要
庁舎外構整備工事 A=4,700.0㎡ 〇
土工 1.0式〇擁壁工 Ｈ500－900
L=387.0ｍ〇排水構造物工 深溝側溝
300×400 L=207.0ｍ〇構造物撤去工
1.0式〇舗装工 A=4,700.0㎡〇区画線
工 L=2,171.0ｍ〇車止めブロック工
N=103.0個〇植栽工(客土)V=100.0ｍ3

土木一式工事 20182016
総務課
３０公管道維鹿施管第２号 舗装修繕工
事（鹿嶋市和地内）
市道0153号線 〇路面切削
工A=3,140㎡ 〇表層工
A=3,140㎡ 〇区画線工
L=1,140m

施設管理課
ほ装工事 20182039
３０市整鹿道建第２５号 道路改良工事
（鹿嶋市志崎地内）

道路建設課

土木一式工事 20182030

市道0152号線外1路線○工事延長L=264.5m
○土工一式○排水構造物工,暗渠(VPφ
200)L=258.0m○ﾏﾝﾎｰﾙ工N=7箇所○仮設工
一式○舗装工,下層路盤(RC-40)t=18cm
A=33.0㎡,上層路盤(MS-25)t=11cm A=33.0
㎡，表層(再生密粒As13)t=4cm A=57.0㎡○
砕石舗装工，上層路盤(RC-40)t=20cm
A=202.0㎡○雑工一式

契約相手方

変更契約の理由

変更
変更前の状況 変更後の状況
状況

増減

第１回設計変更において，アスファルト廃 変更回数 2 変更契約日： Ｈ31年02月18日 契約額
材処分量等が増となったため,契約締結し
たが，その後，処分量が減となったことによ 契約額 58,719,600 円 58,303,800 円 減額
り変更するものである。
自
Ｈ30年08月24日 Ｈ30年08月24日
茨城県鹿嶋市大船津
－
2223
至
Ｈ31年02月19日 Ｈ31年02月19日

㈱富山園建設

当初設計では施工面積を3,140㎡で予定し 変更回数 1 変更契約日： Ｈ31年02月19日 契約額
ていたが、現地照査した結果、当初予定し
ていた範囲より路面の轍及びクラックが広 契約額 15,066,000 円 19,278,000 円 増額
がっていたため、施工面積を1,050㎡の追
自
Ｈ30年12月28日 Ｈ30年12月28日
茨城県鹿嶋市大字中 加変更し、通行の安全を図るものである。
15日増
612-1
至
Ｈ31年02月25日 Ｈ31年03月12日

日向寺工業

当初，排水管を硬質塩化ビニル管(VP)で 変更回数 2 変更契約日： Ｈ31年02月20日 契約額
設計していたが，土圧(埋設強度)の計算を
行ったところ薄肉管(VU)での施工が可能で 契約額 12,290,400 円 11,642,400 円 減額
あるため管種を変更し，併せて15日間の工
自
Ｈ30年10月30日 Ｈ30年10月30日
茨城県鹿嶋市大字武 期変更をするものである。
15日増
井釜793-1
至
Ｈ31年02月26日 Ｈ31年03月13日

日比谷殖産㈱

変更回数

変更契約日：

契約額

自
至
変更回数

変更契約日：

契約額

自
至
変更回数

契約額

自
至

-2-

変更契約日：

