
現在 単位：円（税込）

当初契約日 当初契約金額 工事等の概要

商号又は名称 住　所 変更契約日 変更後契約金額 変更理由・変更概要

令和4年4月28日 8,701,000 令和4年4月29日 ～ 令和4年7月29日
施工延長L=224.9ｍ
As舗装工Ａ＝1065m2

令和4年6月27日 9,526,000 令和4年4月29日 ～ 令和4年7月29日 地元要望による増額変更

令和4年4月28日 8,721,900 令和4年4月29日 ～ 令和4年7月29日
施工延長L=167.7ｍ
As舗装工Ａ＝853m2

令和4年6月27日 8,503,000 令和4年4月29日 ～ 令和4年7月29日 精測精査による減額変更

令和4年6月1日 8,756,000 令和4年6月2日 ～ 令和4年8月31日
施工延長L=55.8m
既設ﾓﾙﾀﾙ吹付空隙充填工V=7.5m3

令和4年8月23日 3,707,000 令和4年6月2日 ～ 令和4年8月31日 精測精査による減額変更

令和4年5月27日 2,585,000 令和4年5月28日 ～ 令和4年9月2日
施工延長L=21.5m
断面修復工　N=1式

令和4年8月29日 2,728,000 令和4年5月28日 ～ 令和4年9月2日 精測精査による増額変更

令和4年6月1日 8,866,000 令和4年6月2日 ～ 令和4年9月9日
施工延長L=195.0ｍ
As舗装工Ａ＝985m2

令和4年9月7日 8,866,000 令和4年6月2日 ～ 令和4年10月28日 舗装工増の指示による工期延長

令和4年4月27日 11,473,000 令和4年4月28日 ～ 令和4年8月31日
施工延長L=192.5ｍ側溝取替工L=179.0ｍ
土留取壊し工V=8㎥舗装復旧工A=185㎡

令和4年8月26日 11,165,000 令和4年4月28日 ～ 令和4年8月31日 精測精査による減額変更

令和4年5月31日 5,555,000 令和4年6月1日 ～ 令和4年9月30日
施工延長L=23ｍ Coﾌﾞﾛｯｸ積工A=42㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=23㎡ 擁壁工L=9ｍ

令和4年9月26日 5,555,000 令和4年6月1日 ～ 令和4年11月30日 地元要望による増額に伴い工期変更

令和4年5月30日 4,873,000 令和4年5月31日 ～ 令和4年9月30日
施工延長L=103.2ｍ天端復旧工L=80ｍ
嵩上げ工L=13.3ｍ擁壁工L=5.5ｍ

令和4年9月27日 5,753,000 令和4年5月31日 ～ 令和4年9月30日 精測精査による増額変更

令和4年6月29日 9,831,800 令和4年3月30日 ～ 令和4年10月31日
施工延長 L=170.0ｍ　小型擁壁工 L=86ｍ
As舗装工　A=250㎡

令和4年10月14日 9,831,800 令和4年6月30日 ～ 令和4年11月30日 隣接する工事との調整

南伊豆町手石967-19 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　町道市
之瀬宮廻線道路改良
工事

南伊豆町
市之瀬地内

有限会社伊豆総合

南伊豆町青野310-2

8 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　町道走
雲峡A線道路改良工
事

南伊豆町
加納地内

池野ブルドーザー㈱ 南伊豆町加納451

7 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　町道伊
浜線道路改良工事
（その２）

南伊豆町
伊浜地内

㈲山崎建設

南伊豆町手石861

6 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　町道東
通阿原線道路改良工
事

南伊豆町
加納地内

池野ブルドーザー㈱ 南伊豆町加納451

5 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　町道伊
浜蛇石線道路改良工
事

南伊豆町
蛇石地内

㈱南伊豆造園土木

南伊豆町湊320-4

4 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　道路メン
テナンス事業　清水
橋橋梁補修工事

南伊豆町
一色地先

南州工営株式会社 南伊豆町妻良1017

3 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　町道伊
浜線道路改良工事

南伊豆町
伊浜地内

長田建設工業㈱

南伊豆町手石766-2

2 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　町道子
浦落居A線道路改良
工事

南伊豆町
子浦地内

㈲宇田建設 南伊豆町下賀茂204-1

1 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　町道一
町田線道路改良工事

南伊豆町
市之瀬地内

五味建設㈱

変更契約の内容に関する事項の公表（予定価格250万円を超える公共工事）

令和5年1月31日

№ 種　別 所　管 工事名 場　所
契約の相手方 当初期間

変更後期間



現在 単位：円（税込）

当初契約日 当初契約金額 工事等の概要

商号又は名称 住　所 変更契約日 変更後契約金額 変更理由・変更概要

令和4年5月31日 10,943,900 令和4年6月1日 ～ 令和4年10月31日
施工延長L=106.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
A＝55.0ｍ2　舗装打換え工A＝338m2

令和4年10月25日 12,023,000 令和4年6月1日 ～ 令和4年10月31日 精測精査による増額変更

令和4年6月1日 8,866,000 令和4年6月2日 ～ 令和4年10月28日
施工延長L=692ｍ
As舗装工Ａ＝1130m2

令和4年10月24日 9,988,000 令和4年6月2日 ～ 令和4年10月28日 地元要望による増額変更

令和4年8月2日 3,278,000 令和4年8月3日 ～ 令和4年9月2日
施工延長L=9.4m　ひび割れ修復工N=1式
断面修復工　N=1式

令和4年11月25日 3,278,000 令和4年8月2日 ～ 令和4年12月20日 断面修復工増による工期延長

令和4年6月29日 9,831,800 令和4年3月30日 ～ 令和4年10月31日
施工延長 L=170.0ｍ　小型擁壁工 L=86ｍ
As舗装工　A=287㎡

令和4年11月28日 11,220,000 令和4年6月30日 ～ 令和4年11月30日 地元要望・精測精査による増額変更

令和4年5月31日 5,555,000 令和4年6月1日 ～ 令和4年9月30日
施工延長L=23ｍ Coﾌﾞﾛｯｸ積工A=42㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=23㎡ 擁壁工L=9ｍ

令和4年11月25日 5,555,000 令和4年6月1日 ～ 令和4年12月20日 地元要望による増額に伴い工期変更

令和4年8月2日 3,278,000 令和4年8月3日 ～ 令和4年9月2日
施工延長L=9.4m　ひび割れ修復工N=1式
断面修復工　N=1式

令和4年12月14日 4,147,000 令和4年8月3日 ～ 令和4年12月20日 断面修復工増による工期延長

令和4年5月31日 5,555,000 令和4年6月1日 ～ 令和4年9月30日
施工延長L=83.8ｍ Coﾌﾞﾛｯｸ積工A=33㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=190㎡ 擁壁工L=5.3ｍ

令和4年12月16日 5,896,000 令和4年6月1日 ～ 令和4年12月20日 地元要望による増額変更

～

～

～

～
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南伊豆町手石766-2

16 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　町道伊
浜線道路改良工事
（その２）

南伊豆町
伊浜地内

㈲山崎建設 南伊豆町青野310-2

15 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　道路メン
テナンス事業　一色
橋橋梁補修工事

南伊豆町
一色地先

五味建設㈱

南伊豆町手石967-1

14 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　町道伊
浜線道路改良工事
（その２）

南伊豆町
伊浜地内

㈲山崎建設 南伊豆町青野310-2

13 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　町道市
之瀬宮廻線道路改良
工事

南伊豆町
市之瀬地内

有限会社伊豆総合

南伊豆町手石861

12 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　道路メン
テナンス事業　一色
橋橋梁補修工事

南伊豆町
一色地先

五味建設㈱ 南伊豆町手石766-2

11 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　町道伊
浜蛇石線道路改良工
事

南伊豆町
蛇石地内

㈱南伊豆造園土木

変更後期間

10 土木一式工事 地域整備課
令和４年度　町道二
条区内13号線舗装改
良工事

南伊豆町
二條地内

恵比寿建設㈱ 南伊豆町石井2

変更契約の内容に関する事項の公表（予定価格250万円を超える公共工事）

令和5年1月31日

№ 種　別 所　管 工事名 場　所
契約の相手方 当初期間


