
様式８号（第３条関係）

令和3年12月 契約分

追加施工を指示した擬木柵について、受注
生産品であり製品納入に不測の日数を要
したため工期を延伸するものである。

変更回数 1 変更契約日： 令和3年12月8日 増減

契約額 113,300,000円 113,300,000円 なし

自 令和3年8月4日 令和3年8月4日
60日増

至 令和3年12月20日 令和4年2月18日

３公管道維鹿施管第２号　路面再生工事
（鹿嶋市沼尾地内） 切削工 A=1,750㎡○表層工

A=1,750㎡

㈱辻田造園建設
周辺事業者及び学校と施工日程の調整に
日数を要したため，工期を40日間延長する
ものである。

変更回数 1 変更契約日： 令和3年12月1日 増減

契約額 11,572,000円 11,572,000円 無し

茨城県鹿嶋市下塙
886-3

自 令和3年9月17日 令和3年9月17日
40日増

施設管理課 舗装工事 20212024 至 令和3年12月15日 令和4年1月24日

契約額

増額

契約額

増額

契約額

増額

契約額

増額

－

－

変更
状況

切削工 A=1,600㎡○表層工
A=1,600㎡

佐々木工務店㈱ 当初設計では施工面積を1,600㎡で予定し
ていたが、現地照査した結果、当初予定し
ていた範囲より路面の轍及びクラックが広
がっていたため、施工面積を357㎡の追加
変更し、通行の安全を図るものである。

　本工事施工箇所のうち，市営港ケ丘団地1-301号室他
3部屋において，既存塗装の劣化・排水口付近の床勾
配によって壁面化粧パネル・床材と浴室壁・床の接着に
阻害が発生することが判明したため，ケレン作業・床勾
配の調整作業を行う。また，1-505号室ほか5部屋にお
ける浴室入口部分の台所床の腐食箇所の補修，既設
給水管腐食によるVP管への交換が生じたことから，併
せて設計変更を行うものである。

11,275,000 円

令和3年12月1日

変更後の状況 増減

令和3年9月17日

令和3年12月15日
－

変更契約日：

変更前の状況

－
至

事業担当課 種別 整理番号

変 更 契 約 状 況

工事名称（工事場所）
当初事業概要 契約相手方 変更契約の理由

令 和 3 年 度

施設管理課 舗装工事 20212026

茨城県鹿嶋市大字武
井釜446-8

茨城県鹿嶋市武井釜
1102-3

令和3年10月7日

自 令和3年9月3日

３公管道維鹿施管第３号　路面再生工事
（鹿嶋市中地内）

施設管理課 舗装工事 20212025

茨城県鹿嶋市中637-
1

9,625,000 円

1

契約額

変更回数

作業スペースの確保及び将来的な維持管
理の観点から，施工範囲を広げることによ
る伐採及び伐根本数の増加，並びに処分
量が増加したことによる，増額の設計変更
である。

３公管道維鹿施管第１号　路面再生工事
（鹿嶋市浜津賀地内外） 切削工 A=3,240㎡○表層工

A=3,240㎡

㈲勝久建設

建築一式工事 20211069

３社総交鹿都計第６号　市営港ケ丘団地
１－３０１号室他６部屋浴室改修工事（鹿
嶋市大字下津２７３番地５０）

市営港ケ丘団地　計７部屋
○撤去工事　○木工事　○鋼
製建具工事　○浴室改修工
事　ﾌｸﾋﾞ　ｱﾙﾊﾟﾚｰｼﾞ（同等品）
床材あんから（同等品）　ほか

㈱小沼工務店

都市計画課

３鹿上水第１０号　樹木伐採工事（鹿嶋市
宮中地内）

宮中４８２０－１他３筆〇樹木
伐採Ｎ＝４２９本〇樹木伐根Ｎ
＝４２９本〇処分Ｎ＝１．０式

㈱飯島工業

２繰都再鹿重プ第５号　駐車場整備工事
（鹿嶋市宮中一丁目地内）

○土工　1式○側溝工　279m○暗
渠排水管　464m○集水桝工　28
箇所○簡易土留め工　295m○電
気設備工　1式○駐車場舗装工
6140㎡○縁石工　445m○区画線
工　1608m

㈱村上工務店

茨城県鹿嶋市小山
1114-12重点プロジェクト推進室 土木一式工事 20212017

水道課 土木一式工事 20212022

変更回数

令和3年12月1日

契約額 19,866,000 円 23,716,000 円

自

茨城県鹿嶋市小山
1066-2

当初設計では施工面積を3,240㎡で予定してい
たが、現地照査した結果、当初予定していた範
囲より路面の轍及びクラックが広がっていたた
め、施工面積を200㎡の追加変更し、通行の安
全を図るものである。　また拡幅部についても本
線と同様にクラックが広がっていたため，舗装の
打替工を257㎡追加変更する。

令和3年10月7日

令和3年9月3日

令和3年10月22日

令和4年1月4日 令和4年1月4日

変更回数

自

至

令和3年9月17日

令和3年12月15日

変更回数 1 変更契約日：

自 令和3年10月22日

1 変更契約日： 令和3年12月7日

契約額 29,145,600 円 44,545,600 円

至 令和3年12月21日 令和3年12月21日

1 変更契約日： 令和3年12月8日

契約額 8,415,000 円 9,251,000 円

至 令和3年12月20日 令和3年12月20日
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様式８号（第３条関係）

令和3年12月 契約分
変更
状況

変更後の状況 増減変更前の状況
事業担当課 種別 整理番号

変 更 契 約 状 況

工事名称（工事場所）
当初事業概要 契約相手方 変更契約の理由

令 和 3 年 度

契約額

区画整理事務所 土木一式工事 20212019

L型擁壁設置 （H1,250～
2,000）宅地造成A=5,477㎡○
土工一式○擁壁工L=87ｍ

石津産業㈱ 当初設計時から宅地所有者の土地利用計
画が変更され擁壁工を追加する必要が生
じたため増額の設計変更を行うものであ
る。

３鹿区整第１６号・２鹿区整第５４号　宅
地造成工事（鹿嶋市平井東部土地区画
整理事業地内）

L型擁壁設置（H3,500～
H1,500）宅地造成A=2,285㎡
○土工一式○擁壁工L=144m
○付帯工一式

２鹿区整第５３号　宅地造成工事（鹿嶋市
平井東部土地区画整理事業地内）

３市整鹿道建第１３号　道路改良工事（鹿
嶋市宮中地内）

〇市道5690号線L=166.6m〇土工排水
構造物工側溝工KUS-300×300～
400L=121.0mKDS-300×500～
700L=115.0m集水桝工N=5.0箇所〇舗
装工下層路盤(RC-40 t=15cm)A=656.0
㎡上層路盤(MS-25 t=10cm)A=661.0㎡
表層(再生密粒As20 t=5cm)A=661.0㎡
〇雑工N=1.0式

㈱大平工業 土砂運搬について、ストックヤードの開設
に伴い運搬距離を変更する。また、降雨時
の状況を考慮し側溝工を変更増するもので
ある。

道路建設課 土木一式工事 20212023

自

区画整理事務所 土木一式工事 20212021

３市整鹿道建第９号　道路改良工事（鹿
嶋市平井地内）

市道8562号線　L=100m　〇
土工　N=1式　〇擁壁工間知
ブロック積擁壁A=292㎡ 〇防
護柵工フェンスH=1500
L=81m　〇雑工N=1式

小沼建設㈱ 工事着手後、当初見込んでいた以上の伐
採が必要となり、また、土中の支障物を撤
去・処分する必要が生じたため、設計変更
をするものである。

道路建設課 土木一式工事 20212018

施行区域内の電柱移設が移転先の用地関
係協議に時間を要し，移転時期が遅延した
ため60日間工期の延伸をするものである。

変更回数

令和3年12月23日

契約額 34,617,000 円 39,402,000 円

自 令和3年8月27日 令和3年8月27日
－

令和3年9月3日
－

至 令和4年1月20日 令和4年1月20日

契約額

増額
３鹿廃対第３号　汚泥再生処理施設機械
改修工事（鹿嶋市大字平井２２６４番地）

○汚泥脱水設備改修工事　○
ブロワ設備改修工事　○竪型ポ
ンプ設備改修工事　○モーノポ
ンプ設備改修工事　○計装設
備改修工事　○脱臭設備改修
工事　○前処理施設改修工事

クボタ環境サービス㈱
運転管理委託事業者からドレン配管亀裂部から
の液漏れ，ポンプ不具合等の報告があり，受注
者を交えて現状確認を行ったところ，早急な対応
を要し且つ本工事期間内にて施工可能であると
の助言を得ました。個別発注に比べ早期対応と
経費の削減等が図られることから本工事の工種
を追加し設計変更を行うものです。廃棄物対策課 機械器具設置工事 20211053

変更回数 1

自

至

茨城県鹿嶋市平井
861

茨城県鹿嶋市宮中
4703-5

自 令和3年8月19日 令和3年8月19日

㈱泉建工

茨城県鹿嶋市平井
1345

茨城県鹿嶋市港ヶ丘
282-139

東京都中央区京橋2-
1-3 至

自 令和3年8月4日

2 変更契約日： 令和3年12月10日

契約額 24,420,000 円 26,345,000 円 増額

令和3年8月4日
－

至 令和4年1月31日 令和4年1月31日

変更回数 1 変更契約日： 令和3年12月14日

契約額 31,680,000 円 31,680,000 円

増減

無し

60日増
至 令和3年12月16日 令和4年2月14日

変更回数 1 変更契約日： 令和3年12月20日

契約額 24,750,000 円 31,130,000 円

契約額

増額

自 令和3年8月4日 令和3年8月4日
－

至 令和4年1月11日 令和4年1月11日

変更回数 1 変更契約日： 令和3年12月20日

契約額 12,870,000 円 13,277,000 円

契約額

増額

令和4年3月4日 令和4年3月4日

変更回数 変更契約日：

契約額

令和3年9月3日

変更契約日：
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