
平成31年4月1日　現在

平成30年度　　変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込）

平成30年6月13日 49,680,000 平成30年6月13日 ～ 平成30年9月28日

平成30年7月6日 50,752,440 平成30年6月13日 ～ 平成30年9月28日

平成30年7月4日 6,804,000 平成30年7月4日 ～ 平成30年10月26日

平成30年8月13日 6,531,840 平成30年7月4日 ～ 平成30年10月26日

平成30年7月4日 11,232,000 平成30年7月4日 ～ 平成30年9月28日

平成30年9月10日 11,232,000 平成30年7月4日 ～ 平成30年10月31日

平成30年7月25日 10,260,000 平成30年7月25日 ～ 平成30年12月18日

平成30年12月4日 15,838,200 平成30年7月25日 ～ 平成30年12月28日

平成30年7月25日 5,508,000 平成30年7月25日 ～ 平成30年10月31日

平成30年9月25日 5,599,800 平成30年7月25日 ～ 平成30年10月31日

平成30年8月1日 79,380,000 平成30年8月1日 ～ 平成31年3月15日

平成31年2月8日 78,732,000 平成30年8月1日 ～ 平成31年3月15日

平成30年8月1日 56,160,000 平成30年8月1日 ～ 平成31年3月8日

平成31年2月8日 51,948,000 平成30年8月1日 ～ 平成31年3月15日

平成30年8月1日 49,680,000 平成30年8月1日 ～ 平成31年3月8日

平成31年2月8日 48,276,000 平成30年8月1日 ～ 平成31年3月8日

平成30年8月1日 39,420,000 平成30年8月1日 ～ 平成31年3月8日

平成31年2月8日 42,984,000 平成30年8月1日 ～ 平成31年3月8日

平成30年8月15日 13,500,000 平成30年8月15日 ～ 平成30年12月21日

平成30年12月11日 13,500,000 平成30年8月15日 ～ 平成31年3月15日

平成30年9月5日 3,024,000 平成30年9月5日 ～ 平成30年12月11日

平成30年12月7日 3,269,160 平成30年9月5日 ～ 平成30年12月28日

平成30年9月25日 7,236,000 平成30年9月25日 ～ 平成30年12月14日

平成30年10月26日 8,736,120 平成30年9月25日 ～ 平成30年12月14日

平成30年9月26日 39,960,000 平成30年9月26日 ～ 平成31年3月20日

平成31年2月15日 41,050,800 平成30年9月26日 ～ 平成31年3月20日

平成30年9月27日 13,176,000 平成30年9月27日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月6日 13,251,600 平成30年9月27日 ～ 平成31年2月28日

平成30年9月27日 7,560,000 平成30年9月27日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月7日 8,132,400 平成30年9月27日 ～ 平成31年3月15日

平成30年9月27日 6,372,000 平成30年9月27日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月7日 6,415,200 平成30年9月27日 ～ 平成31年2月28日

平成30年9月27日 17,496,000 平成30年9月27日 ～ 平成31年3月15日

平成31年2月8日 18,381,600 平成30年9月27日 ～ 平成31年3月15日

平成30年9月27日 10,476,000 平成30年9月27日 ～ 平成31年3月8日

平成31年2月8日 11,037,600 平成30年9月27日 ～ 平成31年3月8日

土木 ㈱羽川工業
羽生市大字上岩瀬
880番地

工事延長の減少

3 舗装補修工事（その７）
東3丁目地内外
(市道6012号線外）

ほ装 羽生工業㈱
羽生市東4丁目6番
11号

付帯工事増加による工期の
延長。

7
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 ㈱長沢組
羽生市大字尾崎585
番地

施工延長、汚水桝、取付管の
変更及び土留めの減少

6
羽生第2幹線枝線管渠布設
工事（その1）

岩瀬土地区画整理事業地内
（南工区）

土木
羽生・三建特定建
設工事共同企業体

羽生市東4丁目6番
11号

交通誘導員の減少

13 内谷橋補修工事（その３）
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

既設土留め撤去工の追加

9
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

17 配水管布設工事（南－９） 岩瀬土地区画整理事業地内 管 (有)長峯設備

2 側溝新設等工事（その５）
藤井上組（西）地内
（市道6056号線）

土木 ㈱長沢組
羽生市大字尾崎585
番地

舗装工面積の減少。

1
羽生市立羽生北小学校屋内運
動場屋根・外壁等改修工事

羽生市北2丁目1番1号
羽生北小学校

建築 羽生建設㈱
羽生市大字下岩瀬
560番地1

アリーナ照明器具の点灯方式
の変更等

名地内
（市道3307号線）

土木 ㈱おりた
羽生市大字堤181番
地

舗装補修面積の増加。

8
羽生第2幹線枝線管渠布設
工事（その3）

5 舗装補修工事（その９）
上新郷（13区）地内外
（市道1029号線外）

ほ装 須藤建設㈱
羽生市大字喜右エ門
新田1054番地

路盤工追加。
舗装面積の増加。

主桁・岸版のひび割れ補修
工・断面補修工の増加。
足場工の期間延長。

11 舗装新設等工事（その２）

側溝改修工事の増加。

14 排水路改修工事（第３期） 上村君字沖前地内 土木 三建工業㈱
羽生市大字三田ヶ谷
679番地

畦畔復旧工の追加

15 用排水路整備工事（その１） 上手子林字八幡地内 土木 ㈱栗本建設工業
羽生市大字下手子
林2462番地

交通誘導員の増員、本復旧面
積の増加

12

土留め及び交通誘導員の増
加

三建工業㈱
羽生市大字三田ヶ谷
679番地

4 道路嵩上工事（その１）
下村君地内
（市道0221号線）

土木 ㈱渡辺工務店
羽生市大字上新郷
5567番地

岩瀬土地区画整理事業地内
（南工区）

須藤建設㈱
羽生市大字喜右ェ門
新田1054番地

舗装補修工事（その５）
上岩瀬地内
（市道0106号線）

ほ装 ㈱羽川工業
羽生市大字上岩瀬
880番地

18 配水管布設工事（南－１０） 岩瀬土地区画整理事業地内 管

10 第７水源更新工事 羽生市大字秀安260番地 電気 ㈱ハトリ
羽生市南7丁目2番2
号

自然災害で資材需要が高まり
納期に間に合わないため

三田ヶ谷字下ヶ谷戸地内 土木16 用排水路整備工事（その２）
既設水路への接続方法の変
更

クラック抑制シート工の増加。

須藤建設（株）
羽生市大字喜右エ門
新田1054番地

羽生市大字羽生430
番地6

配水管布設ルートの変更
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平成31年4月1日　現在

平成30年度　　変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込）

平成30年10月24日 69,120,000 平成30年10月24日 ～ 平成31年3月28日

平成31年3月20日 70,200,000 平成30年10月24日 ～ 平成31年3月28日

平成30年10月31日 63,504,000 平成30年10月31日 ～ 平成31年3月15日

平成31年2月9日 69,390,000 平成30年10月31日 ～ 平成31年5月31日

平成30年11月2日 5,419,440 平成30年11月2日 ～ 平成31年2月28日

平成30年12月26日 5,616,000 平成30年11月2日 ～ 平成31年2月28日

平成30年11月14日 7,452,000 平成30年11月14日 ～ 平成31年3月15日

平成31年3月5日 7,587,000 平成30年11月14日 ～ 平成31年3月15日

平成30年11月28日 9,828,000 平成30年11月28日 ～ 平成31年3月29日

平成31年3月27日 9,828,000 平成30年11月28日 ～ 平成31年5月31日

平成30年11月29日 5,184,000 平成30年11月29日 ～ 平成31年3月11日

平成31年2月15日 5,605,200 平成30年11月29日 ～ 平成31年3月22日

平成31年2月7日 78,840,000 平成31年2月7日 ～ 平成31年3月29日

平成31年3月25日 78,840,000 平成31年2月7日 ～ 平成32年3月13日

平成31年2月7日 33,588,000 平成31年2月7日 ～ 平成31年3月29日

平成31年3月25日 33,588,000 平成31年2月7日 ～ 平成32年3月13日

平成31年2月28日 8,424,000 平成31年2月28日 ～ 平成31年3月29日

平成31年3月28日 8,424,000 平成31年2月28日 ～ 平成31年5月31日

電柱移設遅延による工期延
長。

20 配水管布設替工事（その６）
羽生市大字上新郷地内
（一般県道熊谷羽生線）

管 (有)横須賀電機
羽生市南3丁目1番
27号

畦畔ブロック工削除。
境界標柱工減少。

舗装仮復旧工等の実施

23 歩道整備工事（その１）
喜右エ門新田地内
（市道0120号線）

上岩瀬字中妻地内 土木
羽生市大字桑崎606
番地

不足土搬入工の追加

27
排水路改修工事（第３期）そ
の２

上村君字新田前地内 土木 須藤建設㈱
羽生市大字喜右エ門
新田1054番地

地元調整による工期延期

24 用排水路整備工事（その３）

藤北橋架替工事の進捗に伴う
工期延長

21 側溝新設工事（その１）
本川俣地内
（市道2120号線）

土木 ㈱長沢組
羽生市大字尾崎585
番地

藤北橋架替工事の進捗に伴う
工期延長

道路付属施設設置工事の増
加。

22 道路新設工事（その１） 下岩瀬（南）地内 土木 ㈱羽川工業

19 排水ポンプ設置工事

26 配水管切廻し等工事 管 ㈱長沢組
羽生市大字尾崎585
番地

羽生市大字北袋、藤井下組地
内（市道6085、6187号線、中川
藤北橋）

土木 須藤建設㈱
羽生市大字喜右エ門
新田1054番地

羽生市大字上岩瀬
880番地

羽生市大字北袋、藤井下組
地内（中川藤北橋）

管 ㈱ハトリ25 配水管復旧工事
羽生市南7丁目2番2
号

㈱島田建材

東8丁目地内 管工事 ㈱ハトリ
羽生市南７丁目2番2
号

鋼矢板の部材見直し及び吸
水槽・配管の形状変更。
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