
（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

㈱高矢組 7,792,470 8,093,400

平成24年7月2日 平成24年7月2日

（津山市　市場　地内） 平成25年1月31日 平成25年3月30日

末沢建設㈱ 7,716,303 9,221,100

平成24年8月7日 平成24年8月7日

（津山市　沼　地内） 平成25年3月22日 平成25年3月22日

成好設備工業㈱ 11,119,500 11,377,800

平成24年8月6日 平成24年8月6日

（津山市　小田中　地内） 平成25年3月22日 平成25年3月29日

㈱中島設備 11,046,168 11,046,168

平成24年8月17日 平成24年8月17日

（津山市　高野山西　地内） 平成25年3月15日 平成25年5月31日

田村工務店㈱ 19,267,500 19,267,500

64 平成24年8月22日 平成24年8月22日

（津山市　一色　地内） 平成25年3月25日 平成25年8月30日

津山建設㈱ 32,298,336 32,298,336

平成24年8月30日 平成24年8月30日

（津山市　小田中　地内） 平成25年3月15日 平成25年8月16日

㈱ハヤシ産業 7,618,800 9,435,300

平成24年8月17日 平成24年8月17日

（津山市　小田中　地内） 平成25年3月22日 平成25年3月29日

美北建設㈱ 11,287,500 11,287,500

平成24年8月20日 平成24年8月20日

（津山市　西中　地内） 平成25年3月15日 平成25年4月30日

大東建設㈱ 14,070,000 14,070,000

平成24年8月17日 平成24年8月17日

（津山市　西中ほか　地内） 平成25年3月15日 平成25年8月12日

㈱勝浦建設工業 19,456,500 20,879,250

平成24年8月17日 平成24年8月17日

（津山市　南方中　地内） 平成25年3月22日 平成25年3月22日

岡山県津山市山北621-17
3

中央汚水枝線その３に伴う配水管移設工
事 平成25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

59

68 岡山県津山市上村69-3

69 岡山県津山市宮尾1231

久米第１汚水その１に伴う配水管移設工
事 平成25年3月15日

西中汚水その２に伴う配水管移設工事
平成25年3月5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

岡山県津山市小田中1446-14

中央汚水その４に伴う給水管移設工事
平成25年3月22日

・標準設計によって発
注された内容を変更す
る場合

西中汚水その１に伴う配水管移設工事
平成25年3月11日

67 岡山県津山市加茂町河井95-2

岡山県津山市桑上21-1

中央汚水その２に伴う配水管移設工事
平成25年3月12日

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの

65

66

岡山県津山市田町37

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの

神代汚水その１に伴う配水管移設工事
平成25年3月5日

高野山西汚水その１に伴う配水管移設工
事

岡山県津山市下高倉西823-4

1

2

平成25年3月12日44

58

変更後の契約金額（円）
及び契約期間

岡山県津山市阿波3322-1

平成25年3月15日
岡山県津山市押入1219-7

変　更　契　約　結　果　（　工　事　・　役　務　）

4

5

6

平成25年3月変更契約分

県道三浦勝北線道路工事に伴う配水管移
設工事

沼第二汚水その１に伴う配水管移設工事

当初の契約金額（円）
及び契約期間

・発注時において，確
認困難な要因に基づく
もの

平成25年3月5日

7

8

9

10

・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

63
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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25年3月変更契約分

当初の契約金額（円）
及び契約期間

㈲池田設備 12,012,000 13,009,500

平成24年8月22日 平成24年8月22日

（津山市　桑下　地内） 平成25年3月22日 平成25年3月22日

㈱中島設備 6,026,517 2,718,458

平成24年9月18日 平成24年9月18日

（津山市　野介代　地内） 平成25年3月25日 平成25年3月25日

㈱勝浦建設工業 2,572,500 2,572,500

平成24年10月12日 平成24年10月12日

（津山市　宮尾　地内） 平成25年1月30日 平成25年4月30日

田村工務店㈱ 3,832,500 4,448,850

平成24年11月26日 平成24年11月26日

（津山市　桑上　地内） 平成25年2月28日 平成25年3月25日

末沢建設㈱ 4,447,800 4,908,750

平成24年11月22日 平成24年11月22日

（津山市　沼　地内） 平成25年3月22日 平成25年3月22日

㈱勝浦建設工業 9,975,000 9,975,000

平成24年12月14日 平成24年12月14日

（津山市　二宮　地内） 平成25年3月31日 平成25年11月15日

美北建設㈱ 892,500 812,700

平成24年12月12日 平成24年12月12日

（津山市　加茂町物見　地内） 平成25年2月28日 平成25年3月25日

㈲イズミ管工 2,782,500 2,885,400

平成25年1月18日 平成25年1月18日

（津山市　河面　地内） 平成25年3月25日 平成25年3月29日

北原建設㈱ 10,856,601 11,072,250

平成25年1月22日 平成25年1月22日

（津山市　野村ほか　地内） 平成25年3月25日 平成25年3月31日

㈱松本建設 3,230,304 3,230,304

平成25年1月22日 平成25年1月22日

（津山市　河面　地内） 平成25年3月31日 平成25年7月31日

山根川河川改修に伴う配水管移設工事
平成25年3月5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125 岡山県津山市沼29-3

127 岡山県津山市近長755-1

121 岡山県津山市加茂町河井95-2

123 岡山県津山市河面408-1

櫻橋老朽管更新工事
平成25年3月26日

広野配水池送配水管更新工事
平成25年3月19日

No.2-2道路修繕工事に伴う配水管移設工
事 平成25年3月21日

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの

・標準設計によって発
注された内容を変更す
る場合

・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112 岡山県津山市押入1219-7

114 岡山県津山市宮尾1231

電線共同溝及び中央汚水枝線その６に伴
う配水管移設工事 平成25年3月19日

86 岡山県津山市宮尾1231

101 岡山県津山市桑上21-1

沼第二汚水その１に伴う配水管移設工事
（第2工区） 平成25年3月15日

倭文東２３号道路改良に伴う配水管移設
工事 平成25年3月21日

久米９８号道路改良に伴う配水管移設工
事 平成25年3月21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

・予算処理に基づくも
の

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの70 岡山県津山市神戸66-6

78 岡山県津山市下高倉西823-4

城東汚水その１に伴う給水管移設工事
平成25年3月25日

倭文第１汚水その１に伴う配水管移設工
事 平成25年3月15日11

12

13

14

15

16
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18

19

20
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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25年3月変更契約分

当初の契約金額（円）
及び契約期間

久米建設㈱ 4,657,800 4,657,800

平成25年2月18日 平成25年2月18日

（津山市　宮尾　地内） 平成25年3月31日 平成25年5月31日

北原建設㈱ 798,000 847,350

平成25年1月25日 平成25年1月25日

（津山市　勝部　地内） 平成25年3月30日 平成25年3月30日

137 岡山県津山市久米川南1381

145 岡山県津山市沼29-3

宮尾配水管新設工事
平成25年3月27日

・標準設計によって発
注された内容を変更す
る場合

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの

勝部消火栓設置工事
平成25年3月19日

21

22
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