
様式第１０号

令和３年度下半期 単位：円（税込み）

1 2021/10/5 下水道課 土木一式
2国補波崎1-2号汚水幹線第2号工事
(R2年度繰越工事)

神栖市須田地内 ¥2,959,000 森新建設（株）
1．地下水位が設計時の想定よりも高く、ウェルポイント設置工を延伸。
2．ウェルポイント設置位置を安全上車道より歩道に変更、伴い路盤工、表層工追加。
3．現地条件により県道部の舗装復旧の幅員増。

2 2021/10/5 下水道課 土木一式
2国補波崎1-2号汚水幹線第3号工事
(R2年度繰越工事)

神栖市須田地内 ¥1,441,000 大勝建設（株）
1．ウェルポイント設置位置を安全上車道より歩道に変更、伴い路盤工、表層工追加。
2．現地条件により県道部の舗装復旧の幅員増。

3 2021/10/6 契約管財課 建築一式 3分庁舎自転車置場設置工事
神栖市　溝口4991
番地1　地内

¥770,000
（株）セイケイ
建設

　ウエルポイント工事追加のため

4 2021/10/29 下水道課 土木一式 3神公下第2号工事
神栖市　大野原八
丁目　地内

¥187,000 山田工業（有）
1．住民要望により、汚水桝設置箇所を1箇所追加。
2．現地条件により区画線追加。

5 2021/11/1 住宅政策課 管 3市営海浜第2住宅　量水器更新工事 神栖市南浜　地内 ¥693,000

三協クリーンコ
ンサルタント
（株）

　同現場にて配水管バルブ周辺の漏水を複数確認し修繕しなければ量水器の更新工事が困難になるた
め。

6 2021/12/7 農林課 土木一式 3矢田部十町歩地区排水路改修工事 神栖市矢田部地内 ¥858,000 司建設（株）
　既存宅地とＵ字溝の天端との高低差により法面崩れが生じ，道路への土砂流出が予想されることか
ら対策として柵板設置工を追加する。水路敷に木材・トタン等の混合廃棄物があることから撤去処理
を行うため変更とする。

7 2021/12/9 下水道課 土木一式 3神公下第1号工事
神栖市　大野原中
央一丁目　地内

¥77,000
（有）神栖管工
設備

1．住民要望により汚水桝設置1箇所追加。
2．現地条件により鉱滓処分量増。それに伴い残土処分量減。

8 2021/12/10 水道課 土木一式 3国補神水（配）第5号工事 神栖市矢田部地内 ¥2,266,000 小川建設（株）

　設計掘削深GL-1.2mより浅い位置GL-1.05mで地下湧水が発生したため、地下水位低下工の延長を
L=346m追加する。
　また、ウェルポイントを道路横断部に設置したため、舗装撤去工、産廃処理費、道路復旧工を追加
する。

変更契約の状況（建設工事）

変更契約額
（増減額）
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9 2021/12/16 水道課 土木一式 3国補神水（更）第1号工事 神栖市波崎地内 ¥15,037,000 （株）波崎建設

　所管先不明埋設物を避けるため管資材を追加。
　下越し、切り回し配管を行ったことによる布設費の増。
　既設道路路盤材が鉱滓ではなく玉砂利であったことから、産廃処分運搬を路盤殻処理運搬からがれ
き類処理運搬として計上。
　想定を超える施工区間で地下湧水が発生したことから、地下水位低下工延長の追加。
　既設排水路からの漏水によるポンプ水替え工の追加。
　石綿セメント管撤去数量の減による、管撤去工、管処分費、仮設工、舗装撤去工、道路復旧工の
減。
　撤去困難な既設管の管閉塞工の追加。
　給水管布設替工による舗装撤去工、道路復旧工、廃材運搬工の追加。
　各工種量が増えたことによる交通管理工の増。
　以上のとおり設計変更を行う。

10 2021/12/22 水道課 土木一式 3国補神水（配）第3号工事 神栖市矢田部地内 ¥2,222,000
（有）長谷川土
建

　配水管整備区間の終点部から約40m先の市民より給水装置を引き込みたいとの要望があったため，
配水管の延長を追加する。
　［配水管の施工延長］DIP（GX）φ150mm HIVPWφ50mm HPPEφ100mm HIVPWφ75mm

当初設計
土工延長 L=381.2m L=1.4m L=0m L=0m
管心長 L=381.2m L=2.6m L=0m L=0m
布設長 L=381.0m L=2.6m L=0mL=0m
変更設計
土工延長 L=395.4m L=1.4m L=27.9m L=2.0m
管心長 L=395.4m L=2.6m L=27.10m L=2.1m
布設長 L=394.6m L=2.6m L=27.11m L=2.2m

11 2022/1/27 下水道課 土木一式 3国補神公下第2号工事
神栖市　大野原中
央一丁目　地内

¥1,320,000
（株）ホソヤ工
務店

1．住民要望により汚水桝を追加設置
2．工事延長減による変更
3．桝追加設置、現地条件による舗装復旧、区画線の追加

12 2022/1/27 水道課 土木一式 3国補神水（配）第4号工事 神栖市矢田部地内 ¥7,271,000 （株）鹿島企業

　施工区間において地下湧水がGL-1.100～-1.150の深さで確認されたことにより、管路掘削が困難で
あるため、地下水位低下工（延長L=504m）を計上する。
　既設舗装構造が厚かったたことにより、舗装撤去工、道路復旧工、産廃処分費、路面切削機運搬を
追加計上する。
　既設舗装路肩（測点№6～№8、延長L=76.0m）が崩壊していたことにより、表層工の締固めが困難
であるため、路肩の盛土工を計上する。

13 2022/1/27 水道課 土木一式 3国補神水（配）第6号工事 神栖市息栖地内外 ¥2,607,000 （株）オーツキ
　設計掘削深GL-1320㎜より浅い位置GL-900～1300㎜で地下湧水が発生したため、地下水位低下工延
長L=109.78mを追加する。

14 2022/1/27 水道課 土木一式 3神水（更）第12号工事 神栖市知手地内 ¥5,137,000 （有）三浦建工
　施工区間において地下湧水がGL-1.050～-1.150の深さで確認されたことにより、管路掘削が困難で
あるため、地下水位低下工（延長L=232m）を計上する。
　発生土の含水比が高かったことにより、購入土、残土処分を計上する。

15 2022/1/27 水道課 土木一式 3神水（更）第5号工事 神栖市波崎地内 ¥1,870,000 （株）菅谷建設

　設計掘削深GL-1.2mより浅い位置GL-0.75mで地下湧水が発生したため、地下水位低下工の延長を
L=346m追加する。
　また、消火栓の追加に伴う資材の変更、給水管布設に際しての資材の変更をする。
　また、既設管の撤去延長の変更に伴い、セルクリート注入工の延長をL=116.2ｍ追加する。
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16 2022/1/28 下水道課 土木一式 3土合分区下水道管渠改修第1号工事
神栖市　土合中央
二丁目　地内

¥-1,903,000
（株）総合イノ
ベート

1．工事延長減による変更。
2．現地条件により、インターロッキング部の舗装面積増
3．地下埋設物の影響により、１号マンホールを楕円形マンホールへ変更。

17 2022/2/4
はさき生涯学
習センター

管
3はさき生涯学習センター空調設備外
改修工事

神栖市波崎９５９
１番地

¥6,457,000 村上工業（株）
トップライトのドーム部分の劣化が原因で，雨漏りが発生しているため，10ヶ所交換。
チリングユニットは，50馬力と40馬力でコントローラー制御を2機同時に行うために，2機とも50馬力
に変更。

18 2022/2/9 下水道課 土木一式 3国補神公下第3号工事
神栖市　大野原中
央六丁目　地内外

¥9,482,000 東部産業（株）

1．住民要望により汚水桝を追加設置
2．ウェルポイント工追加による変更
3．現況路盤が厚く鉱滓処分量が増えたことによる変更
4．鉱滓処分が増えたことから処分土量が減り減額変更

19 2022/2/14 下水道課 土木一式 3神公下第3号工事
神栖市　平泉　地
内

¥2,310,000 （株）野口建設
1．住民要望により汚水桝を追加設置。
2．ウェルポイント工追加による変更増。
3．隣地ブロック塀が施工上障害となり撤去。

20 2022/2/16 道路整備課 土木一式 3波崎地区雨水管渠補修工事 神栖市波崎地内 ¥1,650,000 （株）ワタナベ 　路線No.8において設計以上の土砂が堆積しており，追加で土砂の撤去を行うため

21 2022/2/17 農林課 土木一式 3柳川相生地区ポンプ施設整備工事 神栖市　柳川地内 ¥4,125,000
鹿島設備工業
（株）

　立杭内の地下水位が当初想定値より高く，ウェルポイント工が必要であるため変更する。当初進入
路として使用していた部分の通行が，ポンプ設置することにより困難になることから，歩車道境界ブ
ロックの切り下げ箇所を変更する。

22 2022/2/18 水道課 土木一式 3国補神水（配）第7号工事 神栖市矢田部地内 ¥3,003,000 鏑木建設（株）

　設計測点№5～№12における、地下水位低下工（延長L=290m）の施工にあたり、沿線住民が道路へ
出入りをする際に支障をきたすため、ウェルポイントライザー管、ヘッダーパイプを道路内に埋設し
た。
　以上のことにより、舗装撤去工、土工、産廃処理費、道路復旧工の数量を増するものである。

23 2022/2/21 環境課 土木一式 3居切墓地瓦礫撤去整地工事 神栖市 鰐川 地内 ¥2,046,000 豊造園（株）
撤去対象の瓦礫一部が無筋コンクリートでは無く鉄筋コンクリートであった為、また基礎ブロックが
地中に埋まっていたことから殻処分数量に変更が生じるため。

24 2022/2/24 環境課 土木一式 3海浜公園墓地駐車場整備工事
神栖市　南浜　地
内

¥517,000 （有）柏崎建設 樹木等の産廃量が増加したため
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25 2022/2/28 農林課 土木一式
3息栖真崎地区排水路改修・市道8-
1676号線側溝新設工事

神栖市　息栖　地
内

¥4,048,000 浜口建設（株）
　Ｕ字溝新設位置の一部区間の既設上水道管がＵ字溝新設の支障となることが判明したため，上水道
管の切り回し工を追加する。Ｅ．Ｐ．側の撤去予定だった既設排水管をそのまま活かすため，逆流防
止弁の設置に変更する。

26 2022/3/1 下水道課 土木一式
3国補神公下第1号・神水（更）第4号
工事

神栖市　大野原中
央五丁目　地内

¥1,419,000 村上工業（株）
1．想定外の埋設物があり、レジン人孔を1基追加。
2．レジン人孔設置に伴う、土工及び土留め工の増。
3．法線状に不明管が出現したため、延長を減。

27 2022/3/1 下水道課 土木一式 3国補神公下第5号工事
神栖市土合西三丁
目地内

¥110,000
（株）須之内組
茨城支店

1．地下水位が設計時に比し高く、地下水位低下工（ウェルポント工）を追加する。
2．取付管及びます工設置箇所数の減。
3．上記項目による、舗装復旧範囲の増減。

28 2022/3/1 下水道課 土木一式
3国補神公下第6号・神水（更）第2号
工事

神栖市　土合東二
丁目　地内

¥374,000 森新建設（株）
1．地下水位が想定より高く、管渠埋設深さを浅く変更したため、土工及びﾏﾝﾎｰﾙ材料の減額。
2．住民要望により公共汚水桝設置数の増。
3．現地状況に合わせた舗装面積の増。

29 2022/3/1 下水道課 土木一式 3国補波崎1-2号汚水幹線第1号工事 神栖市須田地内 ¥3,047,000 浜口建設（株）

1．ウェルポイント設置位置を安全上車道より歩道に変更し、舗装復旧数量増。
2．シートパイル打設を道路幅上バイブロハンマーから圧入機へ変更。
3．立坑鏡切り時のウェルポイント工ライザー管数追加。
4．管材不具合(メーカー出荷停止)により工事施工が出来なかったことによる工期の延長。

30 2022/3/1 道路整備課 土木一式
3市道2177号線外1路線側溝改修･土合
分区下水道管渠改修第4号･神水(更)
第8号工事

神栖市　土合西一
丁目　地内

¥8,778,000 （株）鹿島企業

【道路整備課・下水道課・水道課の合併工事】
下水道課
1．管渠埋設深さ変更による土工増。
2．ウェルポイント工追加による変更増。
3．既設管撤去工増とそれに伴う既設管充填工減。
水道課
1．地下水位が高かったためウェルポイント工の追加
2．給水管取出し箇所の増加

31 2022/3/1 道路整備課 土木一式
3市道2182号線外1路線側溝改修･土合
分区下水道管渠改修第3号･神水(更)
第9号工事

神栖市　土合西一
丁目　地内

¥8,877,000 司建設（株）

【道路整備課・下水道課・水道課の合併工事】
下水道課
1．住民要望により20mの施工延長増。
2．ウェルポイント工追加による変更増。
3．汚水桝土間コンクリート数量増。
水道課
1．地下水位が高かったためウェルポイント工の追加
2．給水管取出し箇所の増加

32 2022/3/1 道路整備課 土木一式
3市道2195号線外1路線側溝改修･土合
分区下水道管渠改修第2号･神水(更)
第7号工事

神栖市　土合中央
二丁目　地内

¥5,973,000
鹿島花壇土木
（株）

【道路整備課・下水道課・水道課の合併工事】
下水道課
1．住民要望により汚水桝を追加設置。
2．汚水桝土間コンクリートと本復旧舗装工の数量増。
水道課
1．地下水位が高かったためウェルポイント工の追加
2．給水装置布設換え工事に伴い、土間コンクリート及びアスファルト舗装の追加
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33 2022/3/1 水道課 土木一式
3神水（更）第3号・国補神公下第4号
工事

神栖市木崎地内 ¥1,848,000 小若建設（株）

【水道課・下水道課の合併工事】
水道課
1．既設舗装構成が想定より厚かったため、産廃処分費の増加及び購入土の追加。
2．ソフトシール弁等資材費の増、給水装置付近のコンクリート撤去復旧等の増
下水道課
1．住民要望により汚水桝を追加設置。

34 2022/3/1 道路整備課 土木一式 3須田団地雨水排水路整備工事 神栖市太田地内 ¥99,000
大和田土木
（株）

　着手前の家屋調査を辞退されたお宅があったため，辞退された件数分を減額変更する。
　また，当初設計では舗装の仮復旧を見込んでなかったが，本復旧を行う迄に時間が掛かり砕石が飛
散する事や埃が舞い苦情が見込まれるため，既設舗装面まで砕石を上げ，乳剤と砂の散布を行い対策
を行う。この費用分は増額とする。

35 2022/3/1 道路整備課 土木一式 3本郷地区排水路ゲート設置工事 神栖市波崎地内 ¥5,984,000 小川建設（株）

　地下水位低下工(ウエルポイント)の電源を商用電源で設計していたが現場付近に電柱が無く申請は
したが時間が掛かる事から，発動発電機による受電に変更を行う。
利根川のすぐ側という現場条件により，床付け面が泥濘んでいるため足場が倒壊する恐れを防ぐ為
に，均しコンクリートの面積を増とする。
　また，地下水位低下工において,ゲート設置工のうち１箇所で想定以上に地下水位が高いため,ウェ
ルポイント工を増工する。

36 2022/3/4 道路整備課 土木一式 3息栖原幹線排水路改修工事 神栖市息栖地内 ¥242,000 （株）宏洋
　配水管布設替工について既設の水道管の位置が試掘した際に設計と異なっていたため水道管の部材
を変更をする。施行範囲外の舗装部分の劣化が激しいため全面舗装復旧とする。

37 2022/3/11 市民生活課 土木一式 3旧庁舎跡地整備工事
神栖市波崎６５３
０番地　地内

¥7,194,000 大勝建設（株）

1．湧水により排水工やトイレ浄化槽の施行に支障が出たためウェルポイント工と土留工を追加し
た。
2．当初設計時に確認出来なかった路盤材が埋設されており、処分する必要があるため処分費用を追
加した。

38 2022/3/17 施設管理課 土木一式 3神之池緑地跨線橋補修工事 神栖市東深芝 地内 ¥7,337,000 小若建設（株）
　塗膜剥離後ケレンしたところ，当て板等による補修工事が必要となったこと，また床版下部電線管
が落下する恐れがあるため工事を行った。


