
（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

坂田建設㈱ 33,532,758 32,644,500

平成25年6月18日 平成25年6月18日

（津山市　押入　地内） 平成26年3月17日 平成26年3月17日

田村工務店㈱ 17,283,703 17,073,000

平成25年6月24日 平成25年6月24日

（津山市　一色　地内） 平成26年3月4日 平成26年3月28日

㈱アクアプランニング 8,925,000 9,672,600

平成25年7月22日 平成25年7月22日

（津山市　東田辺　地内） 平成26年3月17日 平成26年3月28日

㈱中島設備 6,108,102 6,313,650

平成25年8月6日 平成25年8月6日

（津山市　沼　地内） 平成26年3月14日 平成26年3月14日

久米建設㈱ 9,487,800 9,487,800

平成25年8月26日 平成25年8月26日

（津山市　院庄　地内） 平成26年2月28日 平成26年5月7日

㈱山本工務店 5,071,500 5,071,500

平成25年9月27日 平成25年9月27日

（津山市　荒神山　地内） 平成25年12月20日 平成26年4月30日

㈱青山建設 1,942,500 2,273,250

平成25年9月12日 平成25年9月12日

（津山市　南方中　地内） 平成26年2月28日 平成26年3月28日

海邊建設㈱ 4,009,950 4,574,850

平成25年10月25日 平成25年10月25日

（津山市　宮尾　地内） 平成26年3月25日 平成26年3月25日

㈲西美管工 9,051,000 9,309,600

平成25年11月8日 平成25年11月8日

（津山市　二宮　地内） 平成26年3月28日 平成26年8月4日

美津吉商事㈱ 10,794,000 10,952,550

平成25年11月13日 平成25年11月13日

（津山市　一方　地内） 平成26年3月20日 平成26年3月20日
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変　更　契　約　結　果　（　工　事　・　役　務　）

4

5

6

平成26年3月変更契約分

押入汚水枝線その1に伴う配水管移設工
事（第1工区）

神代汚水その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26年3月11日

1

2

23

40

平成26年3月17日

60

変更後の契約金額（円）
及び契約期間

岡山県津山市日上155

平成26年3月19日
岡山県津山市桑上21-1

・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

岡山県津山市横山399-1

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの

国道181号線改良に伴う配水管布設工事
平成26年3月27日

沼第二汚水その1に伴う配水管移設工事

岡山県津山市下高倉西823-4

91 岡山県津山市南方中1079-5

72
岡山県津山市久米川南1381

押淵皿線道路改良に伴う配水管移設工事
平成26年3月11日

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの

77

86 岡山県津山市桑下1081-2

国道181号道路改良に伴う配水管移設工
事（第1工区） 平成26年3月26日

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの

久米89号線道路改良に伴う給水管移設工
事 平成26年3月20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

・標準設計によって発
注された内容を変更す
る場合

92 岡山県津山市院庄882-7

93 岡山県津山市一方194

一方配水管増径工事
平成26年3月17日

中央汚水その3に伴う配水管移設工事
平成26年3月10日

59
岡山県岡山市北区今1-7-11

3
田辺調整池実施設計業務委託

平成26年3月10日
・起工設計において、
簡素化された内容を変
更する場合
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～ ～～

～ ～～

～ ～～

～ ～～

～ ～～

～ ～～
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～ ～～
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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26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

津山建設㈱ 8,137,500 8,284,500

平成25年11月15日 平成25年11月15日

（津山市　一方ほか　地内） 平成26年3月17日 平成26年3月17日

北部開発㈱ 20,755,959 21,348,986

平成25年12月3日 平成25年12月3日

（津山市　高野本郷　地内） 平成26年3月25日 平成26年6月30日

㈱青山建設 6,489,000 6,674,400

平成26年2月14日 平成26年2月14日

（津山市　一色　地内） 平成26年3月31日 平成26年9月17日

㈱勝浦建設工業 12,264,000 12,614,400

平成26年2月14日 平成26年2月14日

（津山市　南方中　地内） 平成26年3月31日 平成26年11月11日

㈱ハヤシ産業 10,128,300 10,417,680

平成26年2月14日 平成26年2月14日

（津山市　小田中　地内） 平成26年3月31日 平成26年10月31日

三井住友建設㈱岡山営業所 2,688,000 3,279,150

平成26年1月14日 平成26年1月14日

（津山市　小田中　地内） 平成26年3月15日 平成26年3月28日
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16
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一方老朽管更新工事
平成26年3月17日

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの95 岡山県津山市田町37

108 岡山県津山市院庄882

本郷橋老朽管更新工事
平成26年3月25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

115 岡山県津山市桑下1081-2

116 岡山県津山市宮尾1231

小田中第一汚水その１に伴う配水管移設
工事 平成26年3月10日

久米第１汚水枝線その２に伴う配水管移
設工事 平成26年3月10日

一色汚水その１に伴う配水管移設工事
平成26年3月11日

・発注後発生する外的
条件の処理に伴うもの117 岡山県津山市小田中1446-14

123 岡山県岡山市北区幸町8-29

小田中浄水場更新事業に伴う給配水管移
設工事 平成26年3月24日

・発注時において，確
認困難な要因に基づく
もの
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