
平成30年4月1日　現在

平成２９年度　　変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込）

当初契約日 当初契約金額

商号又は名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

平成29年5月24日 25,380,000 平成29年5月24日 ～ 平成29年9月8日

平成29年8月21日 25,887,600 平成29年5月24日 ～ 平成29年9月8日

平成29年5月31日 8,316,000 平成29年5月31日 ～ 平成29年9月1日

平成29年9月1日 8,546,040 平成29年5月31日 ～ 平成29年9月1日

平成29年6月9日 10,692,000 平成29年6月9日 ～ 平成29年9月15日

平成29年8月10日 12,214,800 平成29年6月9日 ～ 平成29年9月15日

平成29年6月9日 6,696,000 平成29年6月9日 ～ 平成29年9月29日

平成29年9月15日 6,274,800 平成29年6月9日 ～ 平成29年9月29日

平成29年7月5日 4,212,000 平成29年7月5日 ～ 平成29年10月27日

平成29年9月22日 5,151,600 平成29年7月5日 ～ 平成29年10月27日

平成29年7月5日 3,672,000 平成29年7月5日 ～ 平成29年10月10日

平成29年10月3日 4,087,800 平成29年7月5日 ～ 平成29年10月10日

平成29年7月5日 3,672,000 平成29年7月5日 ～ 平成29年10月10日

平成29年10月3日 4,087,800 平成29年7月5日 ～ 平成29年10月10日

平成29年7月5日 52,920,000 平成29年7月5日 ～ 平成29年11月30日

平成29年11月6日 59,205,600 平成29年7月5日 ～ 平成29年12月15日

平成29年7月26日 30,240,000 平成29年7月26日 ～ 平成30年3月9日

平成30年2月8日 30,450,600 平成29年7月26日 ～ 平成30年3月9日

平成29年8月16日 59,400,000 平成29年8月16日 ～ 平成30年2月9日

平成29年12月20日 59,205,600 平成29年8月16日 ～ 平成30年2月9日

平成29年8月18日 59,940,000 平成29年8月18日 ～ 平成30年3月16日

平成30年2月15日 56,181,600 平成29年8月18日 ～ 平成30年3月16日

平成29年8月18日 61,560,000 平成29年8月18日 ～ 平成30年3月16日

平成30年2月15日 61,884,000 平成29年8月18日 ～ 平成30年3月16日

平成29年8月18日 41,040,000 平成29年8月18日 ～ 平成30年3月9日

平成30年2月14日 38,566,800 平成29年8月18日 ～ 平成30年3月23日

平成29年8月25日 75,600,000 平成29年8月25日 ～ 平成30年2月28日

平成29年12月1日 78,310,800 平成29年8月25日 ～ 平成30年3月30日

平成29年8月25日 46,656,000 平成29年8月25日 ～ 平成30年2月28日

平成29年12月4日 49,399,200 平成29年8月25日 ～ 平成30年3月30日

平成29年8月25日 75,600,000 平成29年8月25日 ～ 平成30年2月28日

平成29年12月1日 78,310,800 平成29年8月25日 ～ 平成30年3月30日

平成29年8月25日 46,656,000 平成29年8月25日 ～ 平成30年2月28日

平成29年12月4日 49,399,200 平成29年8月25日 ～ 平成30年3月30日

1 配水管布設替工事（その８）
羽生市大字上川俣地内（市
道0202号線）

管 ㈲長峯設備
羽生市大字羽生
430-6

舗装本復旧面積の増加

4 配水管布設工事（その１４）
羽生市大字下手子林地内
（市道0121号線）

管 ㈱栗本建設工業
羽生市大字下手子
林2462

舗装本復旧工事の施工不要

6 側溝改修工事（その３）
大字上新郷（9区）地内
（市道1197号線）

土木 ㈱島田建材
羽生市大字桑崎606
番地

側溝改修延長の増加

2 舗装補修工事（その５）
中央２・３丁目地内外
（市道5095号線外）

ほ装 羽生工業㈱ 羽生市東4丁目6-11 切削機の運搬日数の増加

大字下新田（4区・5区）地内
（市道4142号線）

土木 ㈱渡辺工務店
羽生市大字上新郷
5567番地

事業延伸に伴う側溝の増工

5 側溝新設工事（その１１）
大字与兵エ新田地内
（市道7388号線）

土木 須藤建設㈱
羽生市大字喜右エ門
新田1054番地

表層工の増加

8 配水管布設替工事（その６）
羽生市北３丁目、大字羽生
地内
（市道5044号線）

管
河本工業㈱
羽生営業所

羽生市南５丁目
１５－１３

夜間施工に伴う労務費の割増
及び交通誘導員増員等による
変更

信号機移設遅延のため15 道路改良工事（その２）
羽生市大字下岩瀬地内
（市道0208号線）

土木 羽生工業㈱
羽生市東4丁目6番
11号

羽生市大字上岩瀬880番地
羽生市大字三田ヶ谷679番地

舗装復旧及び取付管等の減
に伴う数量の変更

14 国道122号交差点改良工事
羽生市大字下岩瀬地内
（一般国道122号）

土木 ㈱ハトリ
羽生市南7丁目2番
地2

信号機移設遅延のため

13
羽生第２幹線管渠布設工事
（その４）

岩瀬土地区画整理事業地内
（南工区）

土木
渡辺工務店・栗本
建設工業特定建設
工事共同企業体

羽生市大字上新郷5567番地
羽生市大字下手子林2462番地

変更理由・変更概要
変更後期間

11
羽生第２幹線管渠布設工事
（その１）

岩瀬土地区画整理事業地内
（南工区）

土木
ハトリ・長沢特定
建設工事共同企
業体

羽生市南七丁目2番地2
羽生市大字尾崎585

工事延長の減及び取付管の
増に伴う数量の変更

No. 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

9
羽生第２幹線管渠布設工事
（その３）

岩瀬土地区画整理事業地内
（南工区）

土木 須藤建設㈱
羽生市大字喜右ェ門
新田1054番地

敷鉄板等の数量及び取付管
等の数量の変更

3 道路改良工事（その１）

7 側溝改修工事（その３）
大字上新郷（９区）地内（市
道1197号線）

土木 ㈱島田建材
羽生市大字上岩瀬
番地

側溝布設工の増加

水道管の切廻しの増及び取
付管等の減に伴う数量の変更

12
羽生第２幹線管渠布設工事
（その２）

岩瀬土地区画整理事業地内
（南工区）

土木
羽川・三建特定建
設工事共同企業
体

10 内谷橋補修工事（その２）
大字弥勒地内（市道0122号
線）

土木 須藤建設㈱
羽生市大字喜右エ門
神殿1054番地

高欄・地覆補修工の減少

16 国道１２２号交差点改良工事 大字下岩瀬地内 土木 ㈱ハトリ
羽生市南7丁目2番
地2

路面切削工・舗装工の増加

17 道路改良工事（その２）
大字下岩瀬地内（市道０２０
８号線）

土木 羽生工業㈱
羽生市東4丁目6番
11号

地先境界工の追加
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平成30年4月1日　現在

平成２９年度　　変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込）

当初契約日 当初契約金額

商号又は名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

平成29年9月5日 20,520,000 平成29年9月5日 ～ 平成30年2月28日

平成30年2月1日 22,885,200 平成29年9月5日 ～ 平成30年2月28日

平成29年9月5日 31,860,000 平成29年9月5日 ～ 平成29年12月8日

平成29年11月29日 33,717,600 平成29年9月5日 ～ 平成29年12月8日

平成29年9月7日 10,476,000 平成29年9月7日 ～ 平成30年2月13日

平成30年1月25日 10,918,800 平成29年9月7日 ～ 平成30年2月13日

平成29年9月7日 5,940,000 平成29年9月7日 ～ 平成29年12月20日

平成29年11月20日 5,940,000 平成29年9月7日 ～ 平成30年2月20日

平成29年9月7日 9,072,000 平成29年9月7日 ～ 平成30年1月31日

平成29年12月22日 11,263,320 平成29年9月7日 ～ 平成30年3月5日

平成29年9月7日 9,936,000 平成29年9月7日 ～ 平成30年1月31日

平成29年11月8日 10,901,520 平成29年9月7日 ～ 平成30年1月31日

平成29年9月13日 5,400,000 平成29年9月13日 ～ 平成29年12月15日

平成29年11月30日 5,400,000 平成29年9月13日 ～ 平成30年1月31日

平成29年9月13日 5,076,000 平成29年9月13日 ～ 平成29年12月13日

平成29年11月20日 5,076,000 平成29年9月13日 ～ 平成30年1月19日

平成29年9月27日 12,204,000 平成29年9月27日 ～ 平成30年3月9日

平成30年2月9日 12,614,400 平成29年9月27日 ～ 平成30年3月9日

平成29年9月27日 6,480,000 平成29年9月27日 ～ 平成30年3月9日

平成30年3月5日 6,890,400 平成29年9月27日 ～ 平成30年3月23日

平成29年9月27日 11,988,000 平成29年9月27日 ～ 平成30年3月16日

平成30年2月9日 12,193,200 平成29年9月27日 ～ 平成30年3月16日

平成29年9月27日 16,610,400 平成29年9月27日 ～ 平成30年3月16日

平成30年2月26日 18,068,400 平成29年9月27日 ～ 平成30年3月16日

平成29年10月25日 5,292,000 平成29年10月25日 ～ 平成30年2月2日

平成29年12月22日 3,693,600 平成29年10月25日 ～ 平成30年2月2日

平成29年11月1日 50,760,000 平成29年11月1日 ～ 平成30年3月9日

平成30年3月5日 51,948,000 平成29年11月1日 ～ 平成30年3月23日

平成29年11月1日 26,028,000 平成29年11月1日 ～ 平成30年3月9日

平成30年2月19日 28,630,800 平成29年11月1日 ～ 平成30年4月27日

平成29年11月29日 18,576,000 平成29年11月29日 ～ 平成30年3月30日

平成30年2月13日 19,008,000 平成29年11月29日 ～ 平成30年3月30日

平成29年11月29日 2,916,000 平成29年11月29日 ～ 平成30年3月9日

平成30年2月16日 4,309,200 平成29年11月29日 ～ 平成30年3月16日

須藤建設㈱

羽生市東４丁目６－
１１

布設ルート変更
取出替工事の追加

29 配水管布設工事（南ー７） 岩瀬土地区画整理事業地内 管 ㈱長沢組
羽生市大字尾崎
５８５番地

布設ルート変更に伴う数量増
加

28 配水管布設工事（南ー６） 岩瀬土地区画整理事業地内 管 羽生工業㈱

32
配水管布設替工事（その１
２）

羽生市南１．３丁目地内
（主要地方道羽生外野栗橋
線）

管 (有)横須賀電機
羽生市南３丁目
１番２７号

休工指示による工期等の変
更

18
配水管布設替工事（その１
１）

羽生市南６丁目地内
（主要地方道羽生栗橋線）

管 ㈱ハトリ

羽生市大字
喜右エ門新田１０５４

配水管布設ルート変更

27 配水管布設工事（南ー５） 岩瀬土地区画整理事業地内 管
(有)川島工業
羽生営業所

羽生市大字北荻島
３９３－１

布設ルート変更に伴う数量増
加

26 配水管布設工事（南ー４） 岩瀬土地区画整理事業地内

舗装本復旧面積の増加31 配水管布設替工事（その７）
羽生市大字秀安、下羽生地
内
（市道8089号線外）

管 ㈱ハトリ
羽生市南７丁目２－
２

止水方法の変更19 配水管布設替工事（その４）
羽生市大字本川俣地内
（市道2111号線、2120号線）

管 ㈱長沢組
羽生市大字尾崎
５８５番地

羽生市南７丁目２－
２

舗装本復旧の変更等

管

20 用排水路整備工事（その６） 羽生市大字常木字辻地内 土木 折田土建工業㈱
羽生市南6丁目11番
地2

ガードレール工の増加

埋設管の補修が生じたため工
期延期

No. 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更理由・変更概要
変更後期間

21 側溝改修工事（その１）
大字小松地内（市道0124号
線）

土木 ㈱多胡建材
羽生市大字桑崎３６
番地

現場状況による工期延期

22 側溝新設等工事（その１）
大字下手子林地内（市道
0121号線）

土木 ㈱栗本建設工業
羽生市大字下手子
林2462番地

側溝嵩上工、舗装工の増加

23 側溝新設等工事（その５）
大字下新郷地内（市道0107
号線）

土木 ㈱渡辺工務店
羽生市大字上新郷
5567番地

側溝布設工の増加

24 側溝新設工事（その７）
大字小須賀地内（市道2472
号線）

土木 ㈱多胡建材
羽生市大字桑崎３６
番地

現場状況による工期延期

25 舗装新設等工事（その１）
大字北荻島地内（市道9267
号線）

ほ装 ㈱栗本建設工業
羽生市大字下手子
林2462番地

30 側溝新設等工事（その３）
大字神戸地内（市道8309号
線）

土木 ㈱栗本建設工業
羽生市大字下手子
林2462番地

工事延長の減少

33 交差点改良工事（その１）
大字下川崎地内（市道0114
号線外）

土木 ㈱羽川工業
羽生市大字上岩瀬
880番地

舗装工の増加

34 防火水槽撤去工事 西４丁目地内 土木 ㈱長沢組
羽生市大字尾崎585
番地

地中埋設ガラ処分工の追加
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平成30年4月1日　現在

平成２９年度　　変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込）

当初契約日 当初契約金額

商号又は名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

平成29年12月13日 7,344,000 平成29年12月13日 ～ 平成30年3月16日

平成30年2月2日 5,781,240 平成29年12月13日 ～ 平成30年3月16日

平成29年12月13日 13,338,000 平成29年12月13日 ～ 平成30年3月30日

平成30年2月28日 11,880,000 平成29年12月13日 ～ 平成30年3月30日

No. 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更理由・変更概要
変更後期間

土木 ㈱島田建材
羽生市大字上岩瀬
番地

転落防止柵工の減少

36 道路拡幅工事（その１）
大字発戸地内（市道2399号
線）

土木 ㈱長沢組
羽生市大字尾崎585
番地

舗装工の減少

35 土留新設工事（その２）
大字上新郷（７区）地内（市
道0206号線）
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