
平成29年4月1日　現在

平成２８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28年6月9日 104,328,000 平成28年6月9日 ～ 平成29年3月10日

平成29年2月15日 104,652,000 平成28年6月9日 ～ 平成29年3月10日

平成28年6月9日 81,864,000 平成28年6月9日 ～ 平成29年3月10日

平成29年2月15日 82,944,000 平成28年6月9日 ～ 平成29年3月10日

平成28年6月24日 37,368,000 平成28年6月24日 ～ 平成28年9月30日

平成28年7月25日 36,163,800 平成28年6月24日 ～ 平成28年9月30日

平成28年6月22日 10,908,000 平成28年6月22日 ～ 平成28年8月26日

平成28年8月5日 10,140,120 平成28年6月22日 ～ 平成28年9月30日

平成28年7月13日 63,720,000 平成28年7月13日 ～ 平成29年3月10日

平成29年3月1日 64,650,960 平成28年7月13日 ～ 平成29年3月31日

平成28年7月27日 13,500,000 平成28年7月27日 ～ 平成28年11月30日

平成28年11月22日 12,906,000 平成28年7月27日 ～ 平成28年11月30日

平成28年7月27日 13,284,000 平成28年7月27日 ～ 平成28年12月16日

平成28年12月15日 13,489,200 平成28年7月27日 ～ 平成28年12月16日

平成28年7月27日 50,004,000 平成28年7月27日 ～ 平成29年3月17日

平成29年2月27日 50,902,560 平成28年7月27日 ～ 平成29年3月31日

平成28年7月27日 18,576,000 平成28年7月27日 ～ 平成29年3月17日

平成29年2日27日 18,252,000 平成28年7月27日 ～ 平成29年3月17日

平成28年7月27日 48,600,000 平成28年7月27日 ～ 平成29年3月17日

平成29年2日27日 51,840,000 平成28年7月27日 ～ 平成29年3月17日

平成28年7月27日 35,856,000 平成28年7月27日 ～ 平成29年3月17日

平成29年2月27日 35,424,000 平成28年7月27日 ～ 平成29年3月17日

平成28年7月28日 21,168,000 平成28年7月28日 ～ 平成28年12月22日

平成28年11月28日 20,476,800 平成28年7月28日 ～ 平成28年12月22日

平成28年8月17日 59,292,000 平成28年8月17日 ～ 平成29年2月28日

平成29年2月10日 67,111,200 平成28年8月17日 ～ 平成29年3月17日

平成28年8月17日 12,852,000 平成28年8月17日 ～ 平成28年12月5日

平成28年11月4日 13,068,000 平成28年8月17日 ～ 平成29年1月27日

平成28年8月17日 4,320,000 平成28年8月17日 ～ 平成28年10月21日

平成29年10月14日 4,732,560 平成28年8月17日 ～ 平成28年11月25日

平成28年8月17日 2,808,000 平成28年8月17日 ～ 平成28年10月21日

平成28年10月14日 2,754,000 平成28年8月17日 ～ 平成29年11月25日

平成28年8月26日 10,260,000 平成28年8月26日 ～ 平成28年12月2日

平成28年10月24日 10,449,000 平成28年8月26日 ～ 平成28年12月2日

平成28年8月31日 61,560,000 平成28年8月31日 ～ 平成29年2月28日

平成29年1月31日 62,866,800 平成28年8月31日 ～ 平成29年2月28日

平成28年9月14日 49,680,000 平成28年9月14日 ～ 平成29年2月28日

平成29年2月10日 51,181,200 平成28年9月14日 ～ 平成29年2月28日

10
羽生第２幹線枝線管渠布設
工事（その４）

岩瀬土地区画整理事業地内
（南工区）

土木 ㈱栗本建設工業
埼玉県羽生市大字
下手子林2462

覆工板と敷鉄板の増加

11
羽生第２幹線枝線管渠布設
工事（その５）

岩瀬土地区画整理事業地内
（南工区）

土木 ㈱渡辺工務店
埼玉県羽生市大字
上新郷5567番地

管路土留数量の減少、取付管
工・汚水桝設置工の減少

8
羽生第２幹線枝線管渠布設
工事（その２）

岩瀬土地区画整理事業地内
（南工区）

土木 三建工業㈱
埼玉県羽生市大字
三田ヶ谷679番地

水道管の切廻し工事の増加

9
羽生第２幹線枝線管渠布設
工事（その３）

岩瀬土地区画整理事業地内
（南工区）

土木 ㈱羽川工業
埼玉県大字上岩瀬
880番地

取付管工・汚水桝設置工の減
少

1
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 折田土建工業㈱
埼玉県羽生市南6丁
目11番地2

汚泥処理槽の定着式から車
上式への変更増加

2
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 羽生工業㈱
埼玉県羽生市東4丁
目6番11号

敷鉄板等の増加

大屋根横葺部の改修をカバー工法から塗
装に変更等
カバー工法の減少、塗装工事の増加

4 舗装補修工事（その１） 稲子地内（市道0102号線） ほ装 ㈱長沢組 羽生市大字尾崎585 基層工の減少

羽生市立川俣小学校屋内運
動場屋根・外壁等改修工事

羽生市大字本川俣629番地 建築 ㈱栗本建設工業
羽生市大字下手子
林2462番地

配水管布設工事（その１５）
大字下村君地内（市道0119
号線）

管 須藤建設㈱

羽生市大字砂山
366-2

表層工・路盤工の増加

16 舗装新設工事（その１）
羽生市大字下新郷（１区）地
内（市道４２０８号線）

ほ装 ㈲夏見建設
羽生市大字今泉486
番地

13 配水管移設工事
大字北袋、藤井下組地内（中
川藤北橋）

管 ㈱長沢組
羽生市大字尾崎585
番地

近隣住民の迂回路設置
既設給水管の切廻し

表層工の減少

15 舗装新設工事（その４）

㈱栗本建設工業
羽生市大字下手子
林2462番地

水道・電柱移設の遅れ、残土処
分工の処分方法、運搬先の変更

舗装補修工事（その２）
羽生市下新郷地内（市道０１
０７号線）

ほ装 ㈱渡辺工務店
羽生市大字上新郷
5567番地

17

変更事由・変更概要
変更後期間

18 道路改良工事（その２）
羽生市大字下村君地内
（市道０１１９号線外）

土木 折田土建工業㈱
羽生市南6丁目11番
地2

路床埋戻工の変更ほか

No. 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

3

羽生市大字上手子林地内
（市道８１０３号線外）

ほ装 ㈲新生興産

既存側溝嵩上げ工から側溝
新設工へ変更

14 舗装新設等工事（その２）
羽生市大字下手子林（上・
下）地内（市道９３２８号線）

ほ装

19 道路改良工事（その３）
羽生市大沼二丁目・大字北
袋地内（市道９０３５号線）

土木 ㈱ハトリ
羽生市南7丁目2番
地2

表層工（夜間）の変更ほか

舗装面積・簡易土留板・Ｃｏ処分・
安全施設等設置の増加

12 内谷橋補修工事（その１）
羽生市大字弥勒地内（市道
０１２２号線）

土木 須藤建設㈱
羽生市大字喜右ｴ門
新田1054番地

ひび割れ補修工の変更

5 交差点改良工事（その１）
羽生市大字須影地内（市道
０１１６号線・０２１４号線）

土木 ㈱渡辺工務店
羽生市大字上新郷
5567番地

7 配水管布設工事（その１１）
大字須影地内（市道0116号
線）

管 ㈱渡辺工務店
羽生市大字上新郷
5567番地

布設ルートの変更

羽生市大字喜右ｴ門
新田1054番地

布設ルートの変更6
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平成29年4月1日　現在

平成２８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
変更事由・変更概要

変更後期間
No. 工事名 工事場所 種別

契約の相手方 当初期間

平成28年9月14日 35,748,000 平成28年9月14日 ～ 平成29年2月28日

平成29年2月10日 36,601,200 平成28年9月14日 ～ 平成29年2月28日

平成28年9月14日 11,772,000 平成28年9月14日 ～ 平成29年2月17日

平成29年1月21日 13,690,080 平成28年9月14日 ～ 平成29年3月17日

平成28年9月14日 21,600,000 平成28年9月14日 ～ 平成29年3月17日

平成29年3月3日 16,934,400 平成28年9月14日 ～ 平成29年3月31日

平成28年9月14日 23,436,000 平成28年9月14日 ～ 平成29年3月17日

平成29年3月3日 23,900,400 平成28年9月14日 ～ 平成29年3月17日

平成28年9月14日 37,800,000 平成28年9月14日 ～ 平成29年3月17日

平成29年2月17日 38,815,200 平成28年9月14日 ～ 平成29年3月17日

平成28年9月28日 27,216,000 平成28年9月28日 ～ 平成29年3月17日

平成29年1月21日 27,177,120 平成28年9月28日 ～ 平成29年3月17日

平成28年9月28日 3,564,000 平成28年9月28日 ～ 平成28年12月26日

平成28年12月19日 3,564,000 平成28年9月28日 ～ 平成29年1月20日

平成28年10月18日 5,400,000 平成28年10月18日 ～ 平成29年2月13日

平成29年1月21日 5,896,800 平成28年10月18日 ～ 平成29年3月10日

平成28年10月18日 4,752,000 平成28年10月18日 ～ 平成29年2月17日

平成29年2月10日 4,752,000 平成28年10月18日 ～ 平成29年3月31日

平成28年10月18日 4,050,000 平成28年10月18日 ～ 平成29年2月17日

平成29年1月21日 4,978,800 平成28年10月18日 ～ 平成29年3月10日

平成28年10月18日 3,402,000 平成28年10月18日 ～ 平成29年2月24日

平成29年2月13日 3,434,400 平成28年10月18日 ～ 平成29年2月24日

平成28年11月2日 25,704,000 平成28年11月2日 ～ 平成29年3月17日

平成28年12月20日 31,212,000 平成28年11月2日 ～ 平成29年3月31日

平成29年3月29日 31,212,000 平成28年11月2日 ～ 平成29年4月20日 電柱移設の遅れにより変更

平成28年12月1日 7,992,000 平成28年12月1日 ～ 平成29年3月17日

平成29年2月21日 8,262,000 平成28年12月1日 ～ 平成29年3月17日

平成29年2月2日 20,736,000 平成29年2月2日 ～ 平成29年3月31日

平成29年3月29日 20,736,000 平成29年2月2日 ～ 平成29年5月31日

平成29年3月3日 9,720,000 平成29年3月3日 ～ 平成29年3月31日

平成29年3月30日 9,720,000 平成29年3月3日 ～ 平成30年1月10日
34 排水路改修工事（第２期）

羽生市大字上村君字新田前
地内

土木 三建工業㈱
羽生市大字三田ヶ谷
679

地元調整のため（工期延長の
み）

26 用排水路整備工事（その７） 羽生市大字堤字富士前地内 土木 ㈱おりた

32 配水管布設工事（その１０）
大字下川崎地内（市道4289
号線）

管 須藤建設㈱
羽生市大字喜右ｴ門
新田1054番地

舗装復旧面積の増加

羽生市大字砂山
366-2

電柱移設の遅れにより変更

羽生市大字下川崎地内ー１
工区（市道４２８９号線外）

横断排水管設置、除草剤散布
工の増加

舗装工、側溝工、地盤改良工
の増加

管 ㈱渡辺工務店

羽生市東4丁目6番
11号

一部ポリエチレン管の増径
消火栓の追加

23 配水管布設工事（南－２） 岩瀬土地区画整理地内 管 羽生工業㈱

ほ装 ㈱栗本建設工業
羽生市大字下手子
林2462番地

基層工の増加

27 側溝新設工事（その２）
羽生市大字下岩瀬南地内
（市道４００８号線）

土木 ㈱羽川工業
羽生市大字上岩瀬
880番地

横断管接続工、簡易土留工、
側溝工延長の増加

21 舗装補修工事（その４）
羽生市大字上手子林地内
（市道０２１５号線）

22 配水管布設工事（南－１） 岩瀬土地区画整理地内 管 ㈲川島工業
羽生市大字北荻島
393番地1

支障箇所の延長の減少
移転の遅れによる工期延長

羽生市大字上新郷
5567番地

アスコン処分費の増額24 配水管布設替工事（その４）
大字上新郷地内（主要地方
道佐野行田線）

㈱長沢組
羽生市大字尾崎585
番地

表層工（夜間）の変更ほか20 道路改良工事（その４）
羽生市大沼二丁目・大字北
袋地内（市道９０５５号線）

土木

25 209号橋補修工事
羽生市大字上川俣地内（市
道０１０２号線）

土木 羽生工業㈱
羽生市東4丁目6番
11号

擦り付け舗装工の増加、基層
工、伸縮装置延長の減少

29 歩道整備工事
羽生市大字須影地内（市道
０１３１号線）

土木 ㈱おりた 羽生市大字堤181

28 側溝新設工事（その１）
羽生市大字上川崎地内（市
道４２７８号線）

土木 ㈲新生興産

羽生市大字堤181
差し水の処理のため（工期延
長のみ）

33 道路改良工事（その６）
羽生市大字下川崎地内ー２
工区（市道４２８９号線）

土木 三建工業㈱
羽生市大字三田ヶ谷
679

電柱移設の遅れにより変更

土木 須藤建設㈱
羽生市大字喜右ｴ門
新田1054番地

30 公園遊具整備工事
羽生市南２丁目地内　外２か
所

土木 ㈱金子造園 羽生市桑崎806-1
床掘及び埋め戻し等の数量
変更

31 道路改良工事（その５）
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