
（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

23- ㈱内山建設 19,362,000 19,362,000

平成23年5月2日 平成23年5月2日

（津山市　小田中　地内） 平成24年3月15日 平成24年6月29日

23- ㈱齊藤工務店 13,807,500 13,807,500

平成23年7月29日 平成23年7月29日

（津山市　西中ほか　地内） 平成24年3月15日 平成24年8月10日

23- ㈱日本原造園土木 9,975,000 10,407,600

平成23年7月22日 平成23年7月22日

（津山市　西中　地内） 平成24年3月15日 平成24年3月15日

23- 寺坂建設㈱ 12,253,500 12,253,500

平成23年8月1日 平成23年8月1日

（津山市　西中　地内） 平成24年3月15日 平成24年8月10日

23- 美津吉商事㈱ 9,254,007 9,464,700

平成23年7月29日 平成23年7月29日

（津山市　大田ほか　地内） 平成24年3月31日 平成24年3月31日

23- ㈲西美管工 17,115,000 17,115,000

平成23年8月1日 平成23年8月1日

（津山市　南方中　地内） 平成24年3月16日 平成24年3月30日

23- 海邊建設㈱ 15,064,350 15,064,350

平成23年8月4日 平成23年8月4日

（津山市　南方中　地内） 平成24年3月16日 平成24年4月16日

23- ㈱中島設備 3,996,300 4,144,350

平成23年8月19日 平成23年8月19日

（津山市　押入　地内） 平成24年3月15日 平成24年3月15日

23- 清原電気水道工業㈱ 10,454,797 10,983,000

平成23年8月22日 平成23年8月22日

（津山市　志戸部　地内） 平成24年3月15日 平成24年3月30日

23- 西日本建設㈱ 5,880,000 6,244,350

平成23年9月30日 平成23年9月30日

（津山市　神戸　地内） 平成24年3月15日 平成24年3月15日
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9

10

変　更　契　約　結　果　（　工　事　・　役　務　）

4

5

6

平成24年3月変更契約分

中央汚水に伴う配水管移設工事（第1工
区）

西中汚水に伴う配水管移設工事（第4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24年3月13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

1

2

25

52

平成24年3月6日

57

変更後の契約金額（円）
及び契約期間

岡山県津山市小原22

平成24年3月13日
岡山県津山市大吉200

小原船頭線弥生橋架替に伴う配水管本設
工事 平成24年3月9日

西中汚水に伴う配水管移設工事（第3工
区）

岡山県津山市新野東979

58 岡山県津山市一方194

久米汚水に伴う配水管移設工事（第1工
区） 平成24年3月12日

・発注時において，確
認困難な要因に基づく
もの63 岡山県津山市院庄882-7

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの

67 岡山県津山市南方中1079-5

久米再編事業配水管布設工事（第13工
区） 平成24年3月12日

・発注時において，確
認困難な要因に基づく
もの

平成24年3月19日

押入汚水に伴う配水管移設工事
平成24年3月13日

・発注時において，確
認困難な要因に基づく
もの

71 岡山県津山市中原65-1

70 岡山県津山市下高倉西823-4

東苫田汚水枝線に伴う配水管移設工事
（第1工区）

・標準設計によって発
注された内容を変更す
る場合

・発注時において，確
認困難な要因に基づく
もの

78 岡山県津山市神戸306-1

院庄工業団地内下水道整備に伴う配水管
移設工事（第1工区） 平成24年3月12日

56 岡山県津山市大吉61
3

西中汚水に伴う配水管移設工事（第1工
区） 平成24年3月6日

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの
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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　契　約　結　果　（　工　事　・　役　務　）

平成24年3月変更契約分

当初の契約金額（円）
及び契約期間

変更後の契約金額（円）
及び契約期間

23- ㈲小椋建設 10,529,694 10,529,694

平成23年10月19日 平成23年10月19日

（津山市　新野山形　地内） 平成24年3月12日 平成24年5月22日

23- 北原建設㈱ 16,343,008 16,343,008

平成23年11月1日 平成23年11月1日

（津山市　国分寺　地内） 平成24年3月15日 平成24年5月31日

23- 北部開発㈱ 17,640,000 18,611,250

平成23年10月31日 平成23年10月31日

（津山市　下田邑　地内） 平成24年3月15日 平成24年3月15日

23- 末沢建設㈱ 8,734,362 8,865,150

平成23年11月15日 平成23年11月15日

（津山市　川崎　地内） 平成24年3月15日 平成24年3月15日

23- 西日本建設㈱ 17,472,000 17,472,000

平成23年11月11日 平成23年11月11日

（津山市　院庄ほか　地内） 平成24年3月31日 平成24年5月31日

23- ミツワ電設㈱ 16,380,000 17,362,800

平成23年11月16日 平成23年11月16日

（津山市　加茂町下津川　地内） 平成24年3月27日 平成24年3月27日

23- ㈱青山建設 14,103,600 14,103,600

平成23年11月28日 平成23年11月28日

（津山市　南方中　地内） 平成24年3月25日 平成24年5月31日

23- 津山建設㈱ 9,838,500 10,321,500

平成23年12月21日 平成23年12月21日

（津山市　昭和町　地内） 平成24年3月31日 平成24年3月31日

23- ㈱中島設備 1,853,250 2,177,700

平成24年1月13日 平成24年1月13日

（津山市　下高倉東　地内） 平成24年3月15日 平成24年3月15日

23- ㈱ハヤシ産業 19,126,054 19,126,054

平成24年1月23日 平成24年1月23日

（津山市　沼　地内） 平成24年3月31日 平成24年9月12日
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市道西上山形線道路改良に伴う配水管移
設工事 平成24年3月6日

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの87 岡山県津山市阿波3258

平成24年3月13日

国分寺ハイツ配水管更新工事（第2工
区） 平成24年3月13日

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの

91 岡山県津山市院庄882

90 岡山県津山市沼29-3

流通団地連絡管新設工事

・発注時において，確
認困難な要因に基づく
もの

・発注時において，確
認困難な要因に基づく
もの

96 岡山県津山市押入1219-7

国道181号改良に伴う配水管布設工事
（第1工区） 平成24年3月28日

川崎地内老朽管更新工事
平成24年3月13日

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの97 岡山県津山市神戸306-1

平成24年3月19日

下津川簡易水道再編推進工事（第2工
区） 平成24年3月19日

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの

101 岡山県津山市桑下1081-2

99 岡山県岡山市北区中原511-1

久米第1汚水に伴う配水管移設工事（第2
工区）

・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

117 岡山県津山市田町37

下高倉東配水管更新工事
平成24年3月13日

昭和町配水管布設工事
平成24年3月26日

・発注時において，確
認困難な要因に基づく
もの122 岡山県津山市下高倉西823-4

沼第二汚水枝線に伴う配水管移設工事
平成24年3月13日

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの123 岡山県津山市小田中1446-14
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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　契　約　結　果　（　工　事　・　役　務　）

平成24年3月変更契約分

当初の契約金額（円）
及び契約期間

変更後の契約金額（円）
及び契約期間

23- 清原電気水道工業㈱ 5,534,760 5,534,760

平成24年1月13日 平成24年1月13日

（津山市　志戸部　地内） 平成24年3月31日 平成24年8月31日

23- 河辺建設㈱ 17,643,150 17,643,150

平成24年1月30日 平成24年1月30日

（津山市　林田　地内） 平成24年3月31日 平成25年1月8日

23- ㈲津山技研空調 7,980,000 7,980,000

平成24年1月27日 平成24年1月27日

（津山市　山方　地内） 平成24年3月31日 平成24年6月29日

23- 西日本建設㈱ 26,747,847 26,747,847

平成24年2月10日 平成24年2月10日

（津山市　工事請負費　地内） 平成24年3月28日 平成24年6月30日

23- 津山サービス㈱ 15,120,000 15,120,000

平成24年1月30日 平成24年1月30日

（津山市　工事請負費　地内） 平成24年3月31日 平成24年10月31日

23- ㈱齊藤工務店 798,000 798,000

平成24年1月11日 平成24年1月11日

（津山市　工事請負費　地内） 平成24年3月31日 平成24年4月27日

23- 清原電気水道工業㈱ 6,137,250 6,137,250

平成24年2月10日 平成24年2月10日

（津山市　工事請負費　地内） 平成24年3月31日 平成24年4月20日

・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

・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

広戸３０号線に伴う配水管移設工事
平成24年3月13日

岡山県津山市大吉200

池ヶ原配水管更新工事
平成24年3月21日

岡山県津山市中原65-1

川崎地内配水管増径工事
平成24年3月13日

岡山県津山市神戸306-1

中央汚水に伴う配水管移設工事（第4工
区） 平成24年3月26日

岡山県津山市北町37-2

130

131

138

139
27

23

24

25

26

21

22

平成24年3月13日
124 岡山県津山市中原65-1

東苫田汚水枝線に伴う配水管移設工事
（第2工区）

・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

128 岡山県津山市河辺1115-3

東山方配水池増設工事
平成24年3月19日

城東汚水枝線に伴う配水管移設工事
平成24年3月21日

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの129 岡山県津山市東一宮1233-3
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