
（水道事業会計）

連番
契約
番号

工事又は業務委託の名称
（場所）

契約の相手方の商号又は名称
（住所又は所在地）

変更契約日 変　更　理　由 備　考

㈱日本原造園土木 17,452,800 18,888,120

平成28年6月17日 平成28年6月17日

（津山市　新野山形　地内） 平成29年3月13日 平成29年3月13日

西日本建設㈱ 20,412,000 22,016,880

平成28年6月20日 平成28年6月20日

（津山市　一色　地内） 平成29年2月10日 平成29年3月24日

㈱川本 1,814,400 1,814,400

平成28年6月27日 平成28年6月27日

（津山市　小田中　地内） 平成29年3月17日 平成29年3月30日

成好設備工業㈱ 18,090,000 18,090,000

平成28年8月23日 平成28年8月23日

（津山市　南町１丁目　地内） 平成29年3月8日 平成29年5月31日

㈱近藤組 6,509,548 7,482,240

平成28年10月5日 平成28年10月5日

（津山市　沼　地内） 平成29年2月28日 平成29年3月21日

北部開発㈱ 17,820,000 18,891,360

平成28年9月30日 平成28年9月30日

（津山市　南方中ほか　地内） 平成29年3月17日 平成29年3月24日

㈱イーテック 25,865,632 26,252,640

平成28年10月13日 平成28年10月13日

（津山市　日上ほか　地内） 平成29年2月28日 平成29年3月17日

㈱近藤組 961,200 961,200

平成28年10月7日 平成28年10月7日

（津山市　二宮ほか　地内） 平成29年3月17日 平成29年5月19日

㈲松本防災工業 18,300,384 18,300,384

平成28年11月16日 平成28年11月16日

（津山市　横山　地内） 平成29年3月31日 平成29年7月31日

㈱日水コン　岡山事務所 22,690,800 22,690,800

平成28年11月2日 平成28年11月2日

（津山市　一円　地内） 平成29年3月31日 平成29年10月31日

88

90

岡山県津山市神戸306-1
2

一色汚水その１に伴う配水管移設工事
平成29年3月21日

・発注後発生する外的条件の
処理に伴うもの

30

岡山県津山市高野山西2225-2

・発注後発生する外的条
件の処理に伴うもの岡山県岡山市北区大学町1-11

95

岡山県津山市横山583-3

水道導配水等施設再編基本計画業務委託
平成29年3月28日

南部汚水その５に伴う配水管移設工事
平成29年3月22日

宮下橋水道管撤去工事
平成29年3月10日

・発注時において，確認困難
な要因に基づくもの
・発注後発生する外的条件の
処理に伴うもの

日上大橋配水管更新工事
平成29年3月17日

岡山県津山市河辺1126-2

岡山県津山市院庄882

久米第１汚水その２に伴う配水管移設工
事（２工区） 平成29年3月21日

・発注後発生する外的条
件の処理に伴うもの

・発注後発生する外的条
件の処理に伴うもの

・発注時において，確認
困難な要因に基づくもの

岡山県津山市山北621-17

総社川崎線（沼・林田工区）新設に伴う
給水管移設工事 平成29年3月9日

・発注後発生する外的条件の
処理に伴うもの

変更後の契約金額（円）
及び契約期間

岡山県津山市大吉61

・発注後発生する外的条件の
処理に伴うもの

1 平成29年3月7日29

42

小田中浄水場天日乾燥床サンドドレンパ
イプ実証実験業務

岡山県岡山市北区芳賀5320-1

変　更　契　約　結　果　（　工　事　・　役　務　）

3

4

5

平成29年3月変更契約分

新野山形汚水その２に伴う配水管移設工
事（２工区）

当初の契約金額（円）
及び契約期間

・発注後発生する外的条件の
処理に伴うもの

平成29年3月9日

6

7

8

9

10

59

66

75

82

岡山県津山市高野山西2225-2

・発注後発生する外的条件の
処理に伴うもの

南部汚水その３に伴う配水管移設工事
平成29年3月8日
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（水道事業会計）

連番
契約
番号

工事又は業務委託の名称
（場所）

契約の相手方の商号又は名称
（住所又は所在地）

変更契約日 変　更　理　由 備　考
変更後の契約金額（円）

及び契約期間

変　更　契　約　結　果　（　工　事　・　役　務　）

平成29年3月変更契約分

当初の契約金額（円）
及び契約期間

㈱日水コン　岡山事務所 2,592,000 2,592,000

平成28年12月20日 平成28年12月20日

（津山市　下高倉西　地内） 平成29年3月31日 平成29年6月30日

㈱勝浦建設工業 12,009,600 12,009,600

平成29年1月12日 平成29年1月12日

（津山市　南方中　地内） 平成29年3月31日 平成29年7月28日

㈱高橋ポンプ設備工業 14,399,078 14,399,078

平成29年1月16日 平成29年1月16日

（津山市　高野山西　地内） 平成29年3月31日 平成29年5月8日

㈱高橋ポンプ設備工業 8,753,184 8,753,184

平成29年1月30日 平成29年1月30日

（津山市　野介代　地内） 平成29年3月31日 平成29年7月7日

㈱高橋ポンプ設備工業 22,709,808 22,709,808

平成29年2月21日 平成29年2月21日

（津山市　南方中　地内） 平成29年3月31日 平成29年9月19日

㈱齊藤工務店 20,093,713 20,093,713

平成29年2月22日 平成29年2月22日

（津山市　河辺　地内） 平成29年3月31日 平成30年1月5日

㈲水建産業 723,600 935,280

平成29年1月20日 平成29年1月20日

（津山市　上田邑　地内） 平成29年3月21日 平成29年3月21日

美津吉商事㈱ 7,593,696 7,593,696

平成29年3月2日 平成29年3月2日

（津山市　山北　地内） 平成29年3月31日 平成29年6月30日

西日本建設㈱ 9,655,200 9,655,200

平成29年2月24日 平成29年2月24日

（津山市　中北下　地内） 平成29年3月31日 平成29年8月31日

㈱松本建設 1,134,000 1,134,000

平成29年2月24日 平成29年2月24日

（津山市　押入　地内） 平成29年3月24日 平成29年3月31日

・発注後発生する外的条
件の処理に伴うもの岡山県津山市近長755-1

134

押入消火栓設置工事
平成29年3月22日

久米第１汚水その３に伴う配水管移設工
事 平成29年3月31日

・発注後発生する外的条
件の処理に伴うもの

・発注後発生する外的条
件の処理に伴うもの岡山県津山市一方194

岡山県津山市神戸306-1

岡山県津山市大吉200

岡山県津山市上田邑2006-3

総社川崎線山北工区に伴う配水管仮設工
事 平成29年3月28日

一宮送水管布設に伴う修繕工事
平成29年3月13日

河辺高野山西線道路工事に伴う配水管移
設工事 平成29年3月22日

・発注時において，確認
困難な要因に基づくもの

・発注後発生する外的条
件の処理に伴うもの

・発注後発生する外的条
件の処理に伴うもの

・発注後発生する外的条
件の処理に伴うもの岡山県津山市押入566-1

岡山県津山市押入566-1

久米第１汚水その５に伴う配水管移設工
事 平成29年3月22日

岡山県津山市宮尾1231

岡山県津山市押入566-1

押入汚水に伴う配水管移設工事その２
平成29年3月17日

高野山西配水管更新工事
平成29年3月27日

久米第１汚水その４に伴う配水管移設工
事 平成29年3月22日

・発注後発生する外的条
件の処理に伴うもの

・発注後発生する外的条
件の処理に伴うもの

・発注後発生する外的条
件の処理に伴うもの岡山県岡山市北区大学町1-11

高倉第２ポンプ室受水槽耐震詳細診断業
務委託 平成29年3月23日11011
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