
当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

平成29年11月20日 1,128,235,392 円 平成29年11月20日 ～ 令和2年3月23日

令和元年9月13日 1,208,360,680 円 平成29年11月20日 ～ 令和2年3月23日

平成29年11月20日 1,128,235,392 円 平成29年11月20日 ～ 令和2年3月23日

令和2年3月16日 1,249,512,780 円 平成29年11月20日 ～ 令和2年3月23日

平成30年8月1日 41,854,266 円 平成30年8月1日 ～ 平成31年2月28日

令和元年5月29日 44,150,400 円 平成30年8月1日 ～ 令和1年5月31日

平成30年10月15日 61,695,000 円 平成30年10月15日 ～ 令和元年5月31日

令和元年5月31日 65,233,080 円 平成30年10月15日 ～ 令和元年5月31日

4291000092

4291000092
ロクハ浄水場新館耐震補

強工事
草津市追分南四

丁目
浄水場施設

土木
佐山水道工業

（株）

草津市木川町３７２番
地の1

①沈殿池流出管の施工について、
埋設電線管等が密集し掘削により
浄水処理に影響を及ぼす恐れがあ
ることが判明し、管更生工法に変更
する必要が生じたため。
②貫通配管の施工が困難であるこ
とが判明し、表洗ポンプの設置箇
所、配管据付経路を変更する必要
が生じたため。
③薬品沈殿池１系・急速ろ過池５号
池について、漏水が確認され、止水
工を行う必要が生じたため。
④薬品沈殿池１系について、高圧
洗浄後に壁面の凹凸が著しいこと
が確認され、平滑にする下地処理
工を行う必要が生じたため。

大阪市淀川区宮原一
丁目１番１号

ＪＦＥエンジニアリング
（株）大阪支店

浄水場施設
草津市追分南四

丁目

ＪＦＥエンジニアリング
（株）大阪支店

大阪市淀川区宮原一
丁目１番１号

1

2

①薬品沈殿池２系・流出渠、急速ろ
過池１・４号池・流出渠・捨水渠につ
いて、漏水が確認され、止水工を行
う必要が生じたため。
②急速ろ過池フランジ蓋が著しく腐
食していることが判明し、更新が必
要となったため。
③薬品沈殿池２系について、高圧
洗浄後に壁面の凹凸が著しいこと
が確認され、平滑にする下地処理
工を行う必要が生じたため。
④薬品沈殿池外壁について、高圧
洗浄後に漏水、脆弱部及び欠損部
が確認され、補修を行う必要が生じ
たため。
⑤仮設管布設にあたり、既設物と干
渉することが判明し、雨水排水溝の
復旧が必要となったため。

他埋設管が支障となり、本設配
管計画を変更したため。

4 4301000073
野路矢橋線他配水管更

新工事
草津市野路二丁

目他
水道施設 コテラ設備（株）

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

草津市草津町1457番
地

①受注者との設計照査・協議に
より、次期工事に引継ぐﾎﾞｯｸｽｶ
ﾙﾊﾞｰﾄの仮閉塞が必要となった
ため。
②地元住民との協議により、う
回路の安全対策の追加が必要
となったため。

3 4301000046
新草津川左岸2-1号雨水

整備他工事
草津市青地町

ロクハ浄水場新館耐震補
強工事



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

平成31年1月11日 81,043,146 円 平成31年1月11日 ～ 令和元年7月12日

令和元年7月4日 83,425,680 円 平成31年1月11日 ～ 令和元年8月30日

平成31年2月6日 17,027,928 円 平成31年2月6日 ～ 令和元年5月10日

令和元年5月8日 17,096,400 円 平成31年2月6日 ～ 令和元年5月10日

平成31年2月18日 2,379,834 円 平成31年2月18日 ～ 平成31年3月31日

令和元年8月23日 2,890,080 円 平成31年2月18日 ～ 令和元年8月30日

令和元年5月21日 87,395,000 円 令和元年5月21日 ～ 令和元年10月21日

令和元年10月10日 98,415,900 円 令和元年5月21日 ～ 令和2年3月19日

令和元年5月28日 125,927,340 円 令和元年5月28日 ～ 令和2年2月28日

令和2年1月9日 127,713,300 円 令和元年5月28日 ～ 令和2年2月28日

7 4301000140
草津川跡地（区間Ｒ１）下

水道整備工事
草津市草津一丁

目他
土木 （株）ケイエス

草津市青地町714番地
の2

①関係機関と調整を行った結
果、防止柵工を追加する必要が
生じたため。
②施工を行ったところ、地下から
不測の構造物が出てきたことか
ら、撤去する必要が生じたため。

草津市志那町７３３－５

草津市矢橋町638-2

令和２年度の学級増が見込まれ
ており、本工事の対象範囲内で
追加工事の必要が生じたため。

9 4311-003
草公下北山田町汚水整

備工事（2工区）
草津市北山田町 土木 （有）竜王興産

草津市矢橋町649番地
の11

①公共用地の使用に伴い減額
するもの。
②設計照査に対して調査した結
果、変更するもの。
③立坑築造に支障となる上水道
管を移設するもの。
④地元調整結果より立坑位置お
よび推進延長を変更するもの。

8 4311-002
高穂中学校駐輪場解体

他工事（建築）
草津市追分七丁

目
建築 ゆうあい建設（株）

①資材置き場として公共用地を
使用したことに伴い、減額が生じ
たため。
②立坑位置の変更により施工延
長の変更が生じたため。またこ
れに伴い、不測の日数を要した
ことから、工期延伸の必要が生
じたため。
③公共汚水桝の設置希望位置
に変更が生じたため。

6 4301000139 志那地区農道舗装工事 草津市志那町 舗装
（株）エクラホームサー

ビス
草津市矢橋町６６３番
地１４

違法駐車防止のため車止めを
設置したため。

5 4301000126
草公下北山田町汚水整

備工事（その２）
草津市北山田町 土木 （株）岸本工業



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

令和元年5月10日 22,680,000 円 令和元年5月10日 ～ 令和元年9月27日

令和元年9月17日 23,211,360 円 令和元年5月10日 ～ 令和元年9月27日

令和元年5月24日 109,380,370 円 令和元年5月24日 ～ 令和2年 2月20日

令和2年1月28日 111,056,000 円 令和元年5月24日 ～ 令和2年2月20日

令和元年5月22日 37,840,000 円 令和元年5月22日 ～ 令和元年10月15日

令和元年10月7日 39,735,300 円 令和元年5月22日 ～ 令和元年10月15日

令和元年5月28日 20,458,625 円 令和元年5月28日 ～ 令和元年10月15日

令和元年10月7日 30,690,000 円 令和元年5月28日 ～ 令和元年10月15日

令和元年5月24日 2,570,994 円 令和元年5月24日 ～ 令和元年7月26日

令和元年7月17日 2,997,000 円 令和元年5月24日 ～ 令和元年7月26日

滋賀県草津市川原町
299-5

（株）早瀬水道 草津市草津町２０１２

①雨水排水施設に変更が生じ
たため。
②仮設柵の延長増、並びに駐車
場桝設置の変更が生じたため。

14 4311-013
野村公園歩行者空間他

整備工事
草津市野村三丁

目
土木 （株）Ｋ-ｗｏｒｋｓ

草津市穴村町５３２－２

①埋設配管経路の変更に伴い、
アスファルト舗装切断および撤
去処分の必要が生じたため。
②埋設排水管と体育館電源用
配管の干渉により、体育館電源
配管配線の迂回工事の必要が
生じたため。
③既設地中埋設管の劣化によ
り、グラウンド用放送室の配管
配線工事に変更が生じたため。

13 4311-011
高穂中学校駐輪場解体

他工事（機械）
草津市追分七丁

目
管

①配管接続箇所の変更に伴い、
埋設配管経路の変更が生じた
ため。
②埋設配管経路の変更に伴い、
追加工事の必要が生じたため。
③埋設配管経路の変更に伴い、
防火水槽補給水配管の更新の
必要が生じたため。

12 4311-010
高穂中学校駐輪場解体

他工事（電気）
草津市追分七丁

目
電気 駒井電気工事（株）

草津市草津町１４５７番
地

①出入口から駐車場までがイン
ターロッキング舗装になっており
土砂運搬の影響で沈下する恐
れがあるため養生が必要になる
ため。
②マンホールトイレ設置場所よ
り既存の埋設配管が出てきたた
めマンホールトイレ設置場所の
変更（掘削工事の追加）が必要
になるため。
③アスファルトの下より現在使
用中と思われる給水管のバルブ
BOXが劣化した状態で出てきた
ためバルブBOXを新品へ取替が
必要になるため。
④マンホールトイレ設置後の防
護コンクリート打設範囲に既設
排水桝が地面の下（GL-
100mm）より出てきたためマン
ホール蓋の嵩上げが必要になる
ため。

11 4311-007
野路矢橋線他道路整備

工事
草津市野路二丁

目他
土木 東洋道路（株）

草津市穴村町390番地
1

①国道協議により工事を追加し
たもの。
②地元要望により舗装範囲を追
加したもの。

10 4311-006
市内小中学校マンホール

トイレ設置工事
草津市大路二丁

目他
管 佐山水道工業（株）



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

令和元年6月7日 153,712,900 円 令和元年6月7日 令和2年2月28日

令和2年2月25日 154,062,700 円 令和元年6月7日 令和2年2月28日

令和元年6月6日 121,770,000円 令和元年6月6日 ～ 令和元年12月27日

令和元年12月19日 125,051,300円 令和元年6月6日 ～ 令和元年12月27日

令和元年6月10日 11,110,000 円 令和元年6月10日 ～ 令和元年10月31日

令和元年10月25日 11,454,300 円 令和元年6月10日 ～ 令和元年10月31日

令和元年6月18日 111,061,170 円 令和元年6月18日 ～ 令和2年2月28日

令和元年11月27日 115,208,500 円 令和元年6月18日 ～ 令和2年2月28日

令和元年6月18日 111,061,170 円 令和元年6月18日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月26日 115,498,900円 令和元年6月18日 ～ 令和2年2月28日

令和元年6月14日 120,445,380 円 令和元年6月14日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月27日 121,946,000 円 令和元年6月14日 ～ 令和2年5月29日

草津市南草津三丁目１
番地１

①公共汚水桝設置希望位置に
変更が生じたため。
②既設舗装厚が設計と異なるこ
とが判明したため。
③地元との協議の結果、公共汚
水桝設置工を減らすため。

20 4311-022
新草津川左岸第４排水区

雨水整備工事
草津市東矢倉三

丁目他
土木 （株）早瀬水道

草津市草津町2012番
地

①家屋調査の追加が必要となっ
たため。
②設計照査の結果、追加工種
が生じたため。
③他企業埋設管の移設遅延に
より本工事工期を延伸する必要
が生じたため。

19 4311-021
草公下片岡町他汚水整

備工事
草津市片岡町他 土木 光舗道建設（株）

草津市西渋川1丁目16
番43号

①門扉設置工の減およびグレー
チングの設置を行う必要が生じ
たため。
②支障物件が確認され、電気・
通信ケーブルを浅層埋設する必
要が生じたため。
③舗装復旧厚を変更する必要
が生じたため。

18 4311-021
草公下片岡町他汚水整

備工事
草津市片岡町他 土木 光舗道建設（株）

草津市南草津三丁目１
番地１

①資材置き場として公共用地を
使用したことに伴い、減額が生じ
たため。
②地元調整の結果、施工延長を
増やすため。

17 4311-020
草公下片岡町マンホール

ポンプ設置工事
草津市片岡町 機械器具

イワキ・モリタニ電工
（株）滋賀営業所

草津市岡本町17番地
の1

試掘箇所数および流用土判定
試験費を追加変更する必要が
生じたため。

16 4311-015 市営住宅屋根改修工事 草津市木川町他 建築 （株）千商
草津市南笠東三丁目２
０番４４号

以下のため。
①菰原団地1号棟の工事取止め
②波板張替面積の数量変更
③野地板張替面積の数量変更
④小庇外装材のアスベスト調査
の追加
⑤小庇コンクリート片剥落改修
の追加
⑥野地板キャップ取付けの追加
⑦竪樋孔プレート取付けの追加
⑧小庇防水修繕の追加
⑨水切り金物撤去新設の追加
⑩竪樋排水管改修の追加
⑪入居者増築物撤去復旧また
は撤去処分の追加
⑫入居者残置物撤去処分の追
加
⑬アンテナ撤去新設の数量変
更
⑭ブースターまたは分配器設置
の追加

15 4311-014
草公下北山田町汚水整

備工事（1工区）
草津市北山田町 土木 （株）フットワーク



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

令和元年6月14日 120,445,380 円 令和元年6月14日 ～ 令和2年2月28日

令和2年3月25日 119,194,900 円 令和元年6月14日 ～ 令和2年5月29日

令和元年6月10日 11,452,155 円 令和元年6月10日 ～ 令和元年10月11日

令和元年10月9日 11,603,900 円 令和元年6月10日 ～ 令和元年10月11日

令和元年6月24日 26,015,000 円 令和元年6月24日 ～ 令和2年1月6日

令和元年12月25日 27,049,000 円 令和元年6月24日 ～ 令和2年1月6日

令和元年6月24日 44,067,240 円 令和元年6月24日 ～ 令和元年9月30日

令和元年9月25日 45,342,000 円 令和元年6月24日 ～ 令和元年10月15日

令和元年6月27日 23,738,400 円 令和元年6月27日 ～ 令和元年9月30日

令和元年9月20日 24,075,360 円 令和元年6月27日 ～ 令和元年9月30日

令和元年7月3日 18,404,045 円 令和元年7月3日 ～ 令和元年10月31日

令和元年10月25日 18,775,900 円 令和元年7月3日 ～ 令和元年10月31日

令和元年7月8日 37,618,130 円 令和元年7月8日 ～ 令和元年11月5日

令和元年11月5日 37,955,500 円 令和元年7月8日 ～ 令和元年11月15日

令和元年7月11日 46,750,000円 令和元年7月11日 ～ 令和元年10月25日

令和元年10月1日 47,540,900円 令和元年7月11日 ～ 令和元年11月22日

（株）早瀬水道
草津市草津町2012番
地

①当初予定していた舗装工およ
びフェンスについて、協議の結
果不要となったため。
②交通誘導員の配置について、
減員可能な工種が確認されたた
め。

21 4311-022
新草津川左岸第４排水区

雨水整備工事
草津市東矢倉三

丁目他
土木

草津市山寺町1196番
地

乳児室の隣に沐浴室を設置す
ることに伴い、工事の安全かつ
施設の適正な運営管理を行うた
め、工期延長の必要が生じたた
め。

28 4311-041
草津第二保育所屋根他

改修工事（建築）
草津市草津町 建築 （株）奥村工務店

草津市矢橋町663番地
14

設計照査を受け、調査した結
果、マンホール調整高さと、施工
範囲の変更およびストレートア
スファルト注入工の追加につい
て変更する必要が生じたため。

27 4311-038 笠縫東こども園整備工事
草津市平井三丁

目
建築 丸正建設 草津市木川町372番地

①床コンクリート内配管配線迂
回工事の追加が必要となったた
め。
②台風の影響により、ポリカ波
板が品薄となり、通常の納期よ
り１か月程度遅れたため。

26 4311-036
桜ケ丘二丁目他下水道蓋

長寿命化工事
草津市桜ケ丘二

丁目他
土木

（株）エクラホームサー
ビス

草津市木川町372番地
度重なる降雨により工期延長の
必要が生じたため。

25 4311-031
山田小学校外壁改修他

工事（機械）
草津市北山田町 管 佐山水道工業（株）

草津市草津町1457番
地

受水槽設置予定箇所にガスバ
ルブ・ガス配管が埋設されてお
り、ガスバルブ・ガス配管の迂回
工事を行う必要が生じたため。

24 4311-028
山田小学校外壁改修他

工事（建築）
草津市北山田町 建築 丸正建設

草津市矢橋町２２８－１

①交通誘導員（検定合格者）の
配置を行うこととなったため。
②現地調査に基づき、マンホー
ル調整高さおよび交換箇所数の
変更が生じたため。

23 4311-027
松原中学校武道館大規
模改造他工事（電気）

草津市下笠町 電気 西本電気工事（株） 草津市木川町451番地

①既存図面に記載のない埋設
配線が発見され、撤去・移設が
必要となったため。
②所轄消防署との協議の結果、
少量危険物保管庫への照明設
置が必要となったため。
③中学校との協議の結果、工事
期間中の仮設更衣室への照明
設置が必要となったため。

22 4311-023
橋岡町他下水道蓋長寿

命化工事
草津市橋岡町他 土木 （株）新興



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

令和元年7月11日 55,168,850 円 令和元年7月11日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月28日 59,362,600 円 令和元年7月11日 ～ 令和2年3月23日

令和元年7月11日 17,776,000 円 令和元年7月11日 ～ 令和元年10月11日

令和元年10月4日 18,626,300 円 令和元年7月11日 ～ 令和元年10月11日

令和元年7月19日 57,618,000 円 令和元年7月19日 ～ 令和元年11月21日

令和元年11月21日 55,713,900 円 令和元年7月19日 ～ 令和元年11月21日

令和元年7月16日 18,626,685 円 令和元年7月16日 ～ 令和元年11月22日

令和元年11月22日 18,722,000 円 令和元年7月16日 ～ 令和2年3月13日

令和元年7月16日 18,626,685 円 令和元年7月16日 ～ 令和元年11月22日

令和2年2月20日 18,005,900 円 令和元年7月16日 ～ 令和2年3月26日

令和元年7月16日 18,626,685 円 令和元年7月16日 ～ 令和元年11月22日

令和2年3月23日 18,148,900 円 令和元年7月16日 ～ 令和2年3月26日

令和元年8月2日 5,489,000 円 令和元年8月2日 ～ 令和元年12月13日

令和元年12月9日 5,280,000 円 令和元年8月2日 ～ 令和元年12月13日

32 4311-052
上笠四丁目他下水道蓋

長寿命化工事
草津市上笠四丁

目他
土木 東洋ヘッジ（株）

草津市上笠四丁目2番
28号

①施工に先立ち実施した調査結
果に基づき、マンホール調整高
を変更する必要が生じたため。
②土地所有者との協議により工
期を延期する必要が生じたた
め。

30 4311-048

31 4311-051
笠縫小学校非構造部材

改修工事
草津市上笠一丁

目
建築 守建設（株）

草津市東矢倉三丁目
41番18号

主な要因として設備機器等の天
井コンクリートスラブへの固定が
既設工事で実施済と判明したこ
とに伴い当該工事から取りやめ
が生じたため。

矢倉小学校他プール専用
付属室改修工事

草津市矢倉二丁
目他

防水 （株）クスケン
蒲生郡竜王町薬師１１
７３－１３

①外部足場を設置し、調査を
行った結果、施工予定数量の変
更が生じたため。
②登下校時の工事施工を制限
したことにより、交通誘導員の配
置に変更が生じたため。
③施設管理者の指示より、工事
関係車両の駐車場の場所に変
更が生じたため。

35 4311-055
狼川河川公園配水管整

備工事
草津市野路東七

丁目
水道施設 （有）ナカガワ

滋賀県草津市川原町
140-3

①試掘結果に伴い配水管土被
りを浅くすることで、土工数量お
よび土留め支保工が減となるた
め。
②国道の道路管理者と現地立
会を行った結果、舗装本復旧断
面を変更するため。

33 4311-052
上笠四丁目他下水道蓋
長寿命化工事

草津市上笠四丁
目他

土木 東洋ヘッジ（株）

施工に先立ち実施した調査結果
に基づき、マンホール調整高を
変更する必要が生じたため。

34 4311-052
上笠四丁目他下水道蓋
長寿命化工事

草津市上笠四丁
目他

土木 東洋ヘッジ（株）
草津市上笠四丁目2番
28号

草津市上笠四丁目2番
28号

地元調整の結果、更新対象のマ
ンホール蓋を変更するため。

29 4311-044
山手幹線配水管更新他

工事
草津市岡本町他 水道施設 （株）フットワーク

草津市岡本町17番地
の1

①県の道路事業の変更に伴い、
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ工、不断水割Ｔ字
管の追加を要すため。
②配水管更新箇所の施工延長
を変更するため。
③道路事業との調整により、施
工延長を変更するため。また、
道路工事との工程調整を要し工
期延長が必要となったため。



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

令和元年7月31日 13,543,200 円 令和元年7月31日 ～ 令和元年11月29日

令和元年11月25日 14,199,900 円 令和元年7月31日 ～ 令和元年11月29日

令和元年8月21日 12,430,000円 令和元年8月21日 ～ 令和2年2月26日

令和2年2月17日 13,429,900円 令和元年8月21日 ～ 令和2年2月26日

滋賀県草津市南笠東
三丁目２０－４４

①支障物件の撤去・移設が必要
となったため。
②地元調整に伴う安全対策に伴
い、交通誘導員の必要人員が
増加したため。

37 4311-066
（仮称）玉川認定こども園
既存施設整備工事（機

械）

草津市野路九丁
目

管 （有）オカダ設備
草津市南笠東四丁目８
番６４－１号

①給水管およびガス管の埋設
状況を調査したところ、現状の
埋設深さでは新設の側溝と干渉
してしまうことが判明したため、
既設給水管およびガス管の深
位置への盛替えおよびルート変
更が必要となったため。
②保育室の給排気ダクト用の貫
通穴を、窓上の垂れ壁に設ける
予定だったが、天井解体工事完
了後に現場を確認したところ、垂
れ壁高さがダクトを施工するた
めに必要な穴径以下であり、貫
通穴を設けることができず、ルー
トを変更する必要が生じたた
め。
③増築棟と小学校プールの間に
側溝とフェンスが設置されること
に伴い、設置個所の給水管・ガ
ス管、中継ポンプ槽の配線配管
の埋設状況を調査したところ、
現状の埋設深さでは側溝および
フェンス基礎と干渉してしまうこ
とが判明したため、既設給水管
およびガス管の深位置への盛
替えが必要となったため。
④トイレ内の既設排水管等の撤
去を行ったところ、汚水、雑排水
共に排水主管が鋳鉄管で施工
されていることが判明。教具庫
の土間下もこの鋳鉄管が通って
おり、既設流用が可能か満水試
験を実施したところ漏水が見ら
れたことから、教具庫の埋設配
管についてもやり替えが必要と
なったため。

36 4311-058
上笠北６号線路肩改良工

事
草津市上笠一丁

目
土木 （株）システムガイア



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

令和元年8月21日 42,459,285 円 令和元年8月21日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月19日 40,190,700 円 令和元年8月21日 ～ 令和2年2月28日

令和元年8月21日 39,591,255 円 令和元年8月21日 ～ 令和2年3月19日

令和2年3月12日 35,785,200 円 令和元年8月21日 ～ 令和2年5月29日

令和元年9月5日 68,836,350 円 令和元年9月5日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月20日 66,663,300 円 令和元年9月5日 ～ 令和2年2月28日

令和元年9月3日 109,816,520 円 令和元年9月3日 ～ 令和2年2月10日

令和2年2月6日 119,337,900 円 令和元年9月3日 ～ 令和2年3月27日

令和元年9月3日 109,816,520 円 令和元年9月3日 ～ 令和2年2月10日

令和2年3月25日 125,360,400 円 令和元年9月3日 ～ 令和2年3月27日

令和元年8月27日 3,369,300 円 令和元年8月27日 ～ 令和元年11月29日

令和元年11月25日 3,595,900 円 令和元年8月27日 ～ 令和元年11月29日

令和元年8月30日 22,371,250 円 令和元年8月30日 ～ 令和元年12月27日

令和元年12月26日 21,749,200 円 令和元年8月30日 ～ 令和元年12月27日

滋賀県草津市草津町
1452-11

①舗装厚の変更が生じたため。
②マンホール調整高の変更が
生じたため。
③昼間施工から夜間施工への
変更が生じたため。

44 4311-075
草津三丁目他下水道蓋

長寿命化工事
草津市草津三丁

目他
土木

（株）シンセイコンストラ
クション

草津市矢橋線649番地
の11

①既設配水管の土被りが設計と
異なっていたため。
②管理者から植栽復旧、舗装本
復旧の指示があったため。
③警察、道路管理者との再協議
により、施工時間帯の変更を行
うため。

43 4311-074
西大路列草児童遊園他

再整備工事
草津市西大路町

他
造園 竹村造園

滋賀県草津市青地町
574番地

①受注者と現場立会を行った結
果、抜根を追加するため。
②町内会長と現場立会を行った
結果、雨水排水施設を変更する
ため。

42 4311-072
大津守山近江八幡線配

水管更新工事
草津市北山田町

他
水道施設 ㈲竜王興産

草津市草津町1458番
地1

①現場事務所として公共用地を
使用したため。
②本設配管計画を変更したた
め。
③給水管接続方法を変更したた
め。

41 4311-072
大津守山近江八幡線配

水管更新工事
草津市北山田町

他
水道施設 ㈲竜王興産

草津市矢橋町649番地
の11

既設配水管の止水において、不
断水ストッパー工の追加を要す
ため。

40 4311-071 草津町配水管更新工事 草津市草津町 水道施設 （株）山協

草津市岡本町17番地
の1

①到達立坑周辺の試掘を実施
した結果、想定と異なる位置に
ガス本管が埋設されていること
が判明し、立坑位置を変更する
必要が生じたため。
②管路法線変更により、既設用
水管が干渉して管材の吊下ろし
に支障が生じ、一部の既設用水
管の一時撤去・復旧が必要と
なったため。
③地中に支障となる不明コンク
リート構造物が発見され、撤去
が必要となったため。
④地元関係者と協議を行った結
果、予定内容の施工を見送る必
要が生じたため。

39 4311-069
平野草津線配水管更新
他工事

草津市野路四丁
目他

水道施設 （株）大同
草津市岡本町17番地
の1

①試掘結果より、既設配水管と
ガス管が近接しており、仮設配
管を変更するため。
②河川課工事が繰越となり、配
水管移設も繰越が必要となった
ため。

38 4311-068
新草津川左岸4-1号雨水

整備工事
草津市追分五丁

目
土木 （株）大同



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

令和元年9月10日 37,694,800 円 令和元年9月10日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月26日 39,420,700 円 令和元年9月10日 ～ 令和2年3月26日

令和元年9月9日 6,290,460 円 令和元年9月9日 ～ 令和元年12月20日

令和元年12月17日 6,318,400 円 令和元年9月9日 ～ 令和元年12月20日

令和元年9月12日 23,681,295 円 令和元年9月12日 ～ 令和元年12月20日

令和元年12月20日 23,843,600 円 令和元年9月12日 ～ 令和元年12月20日

令和元年9月17日 9,934,210 円 令和元年9月17日 ～ 令和2年1月15日

令和2年2月18日 10,114,500 円 令和元年9月17日 ～ 令和2年2月28日

令和元年9月20日 17,235,955 円 令和元年9月20日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月25日 17,703,400 円 令和元年9月20日 ～ 令和2年2月28日

令和元年9月26日 79,009,700 円 令和元年9月26日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月26日 79,028,400 円 令和元年9月26日 ～ 令和2年3月19日

令和元年9月26日 41,630,875 円 令和元年9月26日 ～ 令和2年 1月31日

令和元年10月4日 41,707,600 円 令和元年9月26日 ～ 令和2年 1月31日

令和元年9月26日 41,630,875 円 令和元年9月26日 ～ 令和2年 1月31日

令和2年1月29日 42,480,900 円 令和元年9月26日 ～ 令和2年 1月31日

令和元年9月24日 1,275,241 円 令和元年9月24日 ～ 令和2年1月31日

令和元年12月23日 1,360,700 円 令和元年9月24日 ～ 令和2年1月31日

滋賀県草津市川原町
299-5

①現地確認を行った結果、補修
箇所の変更が必要となったた
め。
②関係者と調整を行った結果、
移設方法が変更となったため。

53 4311-089
草津川跡地擁壁他補修

工事
草津市草津一丁

目他
土木 （株）K-Works

草津市穴村町３９０番
地１

草津市建設工事の積算疑義申
立て手続きに関する取扱要領に
基づくもの。

52 4311-087
下笠町他舗装本復旧合

併工事
草津市下笠町他 舗装 東洋道路（株）

草津市穴村町３９０番
地１

①施工範囲を追加したため。
②資材置場として公共用地を使
用したため。

51 4311-087
下笠町他舗装本復旧合

併工事
草津市下笠町他 舗装 東洋道路（株）

草津市矢橋町字中ノ沢
405番地

①工事着工後、沿線地権者より
土地の寄付による申し出があっ
たことから、側溝の位置変更を
行う必要が生じたため。
②舗装工事を実施するにあたり
土質試験の結果、路床安定処
理改良の添加量の増量が必要
となったため。

50 4311-086
草公下下寺町他汚水整

備工事
草津市下寺町他 土木 （有）竜王興産

滋賀県草津市矢橋町
649番地の11

①公共用地の使用に伴う減額
するもの。
②設計照査に対して調査した結
果、試掘工を追加変更するも
の。
③推進工における支障物を回避
するため管底高を変更するも
の。
④関係機関との協議より、人孔
種類、人孔位置の変更および工
期を延伸するもの。

49 4311-083
木川町狭あい道路拡幅整

備工事
草津市木川町 土木 ㈱翔栄

48 4311-081
南笠西中央線道路整備

工事
草津市南笠東一

丁目
土木 ㈱松井緑地産業

草津市新浜町１６４番
地

着工前に確認出来なかったコン
クリート構造物が地中に埋設さ
れていたため。

草津市野村８丁目７番
１０号

公安協議の結果、安全対策の
実施が必要となったため。

47 4311-080
草公下穴村町汚水整備

工事
草津市穴村町 土木 （株）システムガイア

草津市南笠東三丁目
20番44号

試掘結果より既設圧送管の配
管が当初想定と異なっていたた
め。

46 4311-079
新草津川北線道路整備

工事
草津市東草津二

丁目
土木 （株）マルユー建設

45 4311－076
新草津川左岸2-1号雨水

整備他工事
草津市青地町 土木 （株）加藤建設工業

草津市青地町８７５番
地の９

①受注者からの設計照査協議
により、内容の追加変更が必要
となったため。
②埋戻土の土質試験を行った結
果、砕石埋戻しが必要となった
ため。
③市道を横断する既設水路の
一部布設替について、現地施工
条件を照査した結果、終日通行
止規制に伴う交通誘導員の増
員が必要となったため。
④既設接続水路の接続方法の
検討に不測の期間を要し、工期
延期が必要となったため。



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

令和元年9月30日 33,017,710 円 令和元年9月30日 ～ 令和2年1月31日

令和2年1月28日 34,851,300 円 令和元年9月30日 令和2年1月31日

令和元年9月24日 2,695,000 円 令和元年9月24日 ～ 令和2年 1月31日

令和2年1月9日 1,866,700 円 令和元年9月24日 ～ 令和2年1月31日

令和元年10月7日 24,914,582 円 令和元年10月7日 ～ 令和2年2月10日

令和2年1月31日 26,255,900 円 令和元年10月7日 ～ 令和2年2月10日

令和元年10月4日 4,028,200 円 令和元年10月4日 ～ 令和2年1月31日

令和2年1月24日 3,578,300 円 令和元年10月4日 ～ 令和2年1月31日

令和元年10月11日 17,589,000円 令和元年10月11日 ～ 令和2年2月20日

令和元年11月 8日 16,709,000円 令和元年10月11日 ～ 令和2年2月20日

令和元年10月11日 17,589,000円 令和元年10月11日 ～ 令和2年2月20日

令和元年12月26日 17,523,000円 令和元年10月11日 ～ 令和2年2月20日

令和元年10月10日 76,736,000 円 令和元年10月10日 ～ 令和2年3月19日

令和2年3月18日 89,738,000 円 令和元年10月10日 ～ 令和2年3月27日

令和元年10月1日 8,391,042 円 令和元年10月1日 ～ 令和2年2月10日

令和2年2月3日 8,620,700 円 令和元年10月1日 ～ 令和2年2月10日

58 4311-098
草津駅下笠線他歩道改

良工事
草津市野村二丁

目
土木 夘田建設（株）

草津市木川町870番地
の1

積算システムの不具合による金
額変更が生じたため。

57 4311-097 公園フェンス設置工事 草津市上笠五丁目他 造園 （株）竹川造園
草津市笠山三丁目１２番１８
号

設計照査に伴いフェンス施工延
長を変更したため。

草津市川原町299-5

①道路管理者との協議により、
歩道の舗装構成を変更したた
め。
②想定していた既設舗装厚に差
異があることから、殻処分の増、
及び下層路盤を追加したため。

61 4311-100
志那中町他舗装本復旧

工事
草津市志那中町

他
舗装 （株）Ｋ－ｗｏｒｋｓ

60 4311－099
矢橋２-１号雨水整備他工
事

草津市矢橋町 土木 佐山水道工業（株）
草津市草津町１４５７番
地

①隣接地への浸水するリスクを
回避するためバイパス水路を設
置する必要が生じたため。
②現地地盤の土質試験を行った
結果、路床安定処理のおよび基
礎工の追加が必要となったた
め。
③土留め工法の再検討を行った
結果、柱列改良式土留めを採用
することとなったため。
④土質試験の結果、埋め戻しに
土質改良が必要であることが確
認されたため。
⑤附帯工の追加協議に不測の
期間を要し、工期延期が必要と
なったため。

59 4311-098
草津駅下笠線他歩道改

良工事
草津市野村二丁

目
土木 夘田建設（株）

草津市木川町870番地
の1

工事の施工範囲を延長し、事業
の進捗を図るため。

草津市東矢倉三丁目１
番１号

電気引込みの集約工事につい
て、当初引込みの集約を希望し
ていた入居者の多くから、工事
直前に集約工事不要との申し出
があり、工事件数が大幅に減少
したため、それに伴う設計変更
および工事請負費減が生じたも
の。

56 4311-096 名神西線舗装補修工事 草津市岡本町他 舗装 （株）千商
草津市南笠東三丁目
20番地44号

①自発光式道路鋲の劣化が進
行しており、交換の必要がある
ため。
②受注者との協議の結果、安全
の確保のため、交通誘導員を増
員するため。

55 4311-095
改良住宅電気引込み改

修工事
草津市木川町他 電気 宝泉イーサービス㈱

54 4311-092
西渋川二丁目他舗装本

復旧合併工事
草津市西渋川二

丁目他
舗装 三国工業（株）

草津市笠山二丁目1番
9号

①舗装本復旧における段差解
消に伴い、上下水道蓋の高さ調
整を追加したため。
②想定していた既設舗装厚と異
なっており、舗装殻処分および
不陸整正を追加したため。



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

令和元年10月15日 35,306,480円 令和元年10月15日 ～ 令和2年2月14日

令和2年2月3日 36,181,200円 令和元年10月15日 ～ 令和2年3月13日

令和元年10月15日 9,344,071 円 令和元年10月15日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月21日 8,614,100 円 令和元年10月15日 ～ 令和2年3月24日

令和元年10月15日 40,677,219円 令和元年10月15日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月28日 41,387,500円 令和元年10月15日 ～ 令和2年3月19日

令和元年10月18日 35,718,100 円 令和元年10月18日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月26日 36,851,100 円 令和元年10月18日 ～ 令和2年2月28日

令和元年10月15日 17,017,000 円 令和元年10月15日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月25日 17,099,500 円 令和元年10月15日 ～ 令和2年2月28日

令和元年10月21日 9,724,000 円 令和元年10月21日 ～ 令和2年1月10日

令和元年12月23日 9,295,000 円 令和元年10月21日 ～ 令和2年1月10日

令和元年11月5日 83,996,000円 令和元年11月5日 ～ 令和2年3月16日

令和2年2月6日 85,758,200円 令和元年11月5日 ～ 令和2年3月23日

令和元年10月30日 7,740,865 円 令和元年10月30日 ～ 令和2年3月19日

令和2年2月12日 7,884,800 円 令和元年10月30日 ～ 令和2年3月19日

令和元年11月5日 5,165,017 円 令和元年11月5日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月27日 5,717,800 円 令和元年11月5日 ～ 令和2年2月28日

草津市南草津一丁目
2-1517

①グラウンドへの侵入防止策と
してフェンスの設置を追加したた
め。
②土砂流出対策として集水桝の
設置を追加したため。

70 4311-111 野路南98号線舗装工事 草津市野路町 舗装 （株）K-Works
滋賀県草津市川原町
299-5

公安委員会との協議、立会の結
果、区画線、縁石に変更が生じ
たもの及び、舗装計画高の変更
に伴う土砂の処分と、地中に埋
まっていたコンクリートの処分が
増加したため。

69 4311-110
環境衛生センターグラウ

ンド防球ネット等整備工事
草津市新堂町 体育施設 ダイエイ技創

滋賀県草津市草津町
1515番地の6

試掘結果に伴い配水管計画を
変更したため。

68 4311-109
（仮称）常盤認定こども園
保育室建築工事（建築）

草津市志那中町 建築 守建設（株）
草津市東矢倉三丁目４
１番１８号

現地確認を行った結果、木の根
を撤去するために、道路側溝お
よびアスファルト舗装の撤去・復
旧が必要となったため。

67 4311-107
追分南四丁目配水管移

設工事
草津市追分南四

丁目
水道施設 （株）井上水道工業所

滋賀県草津市木川町
372番地の1

①敷き鉄板の設置を要すため。
②廃止配水管撤去工の減長、
オーバーフロー管撤去工の追加
を要すため。

66 4311-105
道路照明灯LED化

改修工事
草津市野路一丁

目他
電気 村岡通信建設（株） 草津市矢橋町2075-1

設計照査の結果、修繕実施箇
所を振り替える必要が生じたた
め。

65 4311-104 山寺町配水管移設工事 草津市山寺町 水道施設 コテラ設備㈱

草津市川原町２９９番
地５

①施工箇所に隣接する水路の
床が大規模に空洞化しているこ
とが判明し、当該箇所の水路改
修を実施する必要が生じたた
め。
②水の切回し・堆積土の撤去を
行ったところ、一部区間で既に
床打ちがなされている事が判明
し、施工範囲の変更が必要と
なったため。
③地元関係者との調整の結果、
施工内容を追加する必要が生じ
たため。

64 4311-103
草公下志那中町他汚水

整備工事
草津市志那中町

他
土木 東洋道路（株）

滋賀県草津市穴村町
390番地の1

①本工事で公共汚水桝を設置
する必要が生じたため。
②試掘調査の結果、人孔位置、
圧送管との接続材料の変更およ
び工期を延伸するもの。

63 4311-102 市内河川改修工事 草津市穴村町他 土木 （株）Ｋ－ｗｏｒｋｓ

62 4311-101 大路幼稚園解体工事
草津市大路二丁

目
建築 堀田擴工務店 草津市下笠町1489

地中より図面に記載のない杭が
発見され、当初の予定数量より
増加した杭の撤去を行うため。



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

令和元年11月11日 26,048,000 円 令和元年11月11日 ～ 令和2年3月19日

令和2年3月13日 26,290,000 円 令和元年11月11日 ～ 令和2年3月19日

令和元年11月8日 7,194,000円 令和元年11月8日 ～ 令和2年3月16日

令和2年3月3日 7,441,500円 令和元年11月8日 ～ 令和2年3月16日

令和元年11月15日 20,614,627 円 令和元年11月15日 ～ 令和2年3月13日

令和2年3月11日 25,196,600 円 令和元年11月15日 ～ 令和2年3月31日

草津市上笠四丁目2番
28号

①河川管理者と再協議した結
果、「ふとんかご」の追加等が生
じたため。
②工事受注者が、施工計画を立
てたところ、重建設機械分解組
立輸送費が減をする必要が生じ
たため。
③当初計画の施工時水位より
現況水位が高いこと等から、築
堤の法尻部の保護として、大型
土のうの追加が生じたため。
④当初計画の施工時水位より
現況水位が高いこと等から、工
程に遅れが生じ、工期の延期が
生じたため。

73 4311-116 下笠橋補強工事 草津市下笠町他 土木 東洋ヘッジ（株）

草津市下笠町１７９

①設計図書の照査結果をふま
え、植栽支柱の種類および土舗
装の下層路盤材料の変更、ベン
チ基礎工の追加が必要となった
ため。
②当初排水計画では水が滞留
する恐れがあり、集水桝および
排水管の設置、排水管の延長
変更が必要となったため。
③撤去を想定していた舗装止め
が存在せず、撤去を取り止めた
ため。
④道路管理者との協議により、
一部の舗装構成を歩道対応か
ら車道対応に変更する必要が生
じたため。
⑤防草効果向上のため、防草
シートの布設面積の増加および
布設箇所の表土の鋤取り、整地
をおこなう必要が生じたため。

72 4311-115
（仮称）常盤認定こども園
保育室建築工事（電気）

草津市志那中町 電気 松田電気（株）
草津市新堂町５９番地
６

①園から保育運営面や安全面
を考慮して、外壁や渡り廊下な
どへの照明器具の追加と保育
室や廊下などでのコンセントの
追加要望があり、取付けと配線
敷設が必要となったため。
②保育室の物入は当初扉付き
は１か所であったが、園児の安
全を考慮し、園より追加で物入
に扉を設置する要望があり、扉
付にすることで、物入が保育室
とは別の部屋となることから、感
知器の設置が必要となったた
め。
③園の意向により、電気時計の
使用を止めて、今後は一般の時
計を使用するため、電気時計の
取付けと配線敷設を取り止める
もの。

71 4311-112
新堂中学校横公園整備
工事

草津市新堂町 造園 （株）山田園芸



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

令和元年11月18日 25,011,536 円 令和元年11月18日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月27日 25,571,700 円 令和元年11月18日 ～ 令和2年2月28日

令和元年11月20日 9,954,989 円 令和元年11月20日 ～ 令和2年3月13日

令和2年3月10日 10,300,400 円 令和元年11月20日 ～ 令和2年3月13日

令和元年11月22日 27,592,730 円 令和元年11月22日 ～ 令和2年3月19日

令和2年3月16日 28,240,300 円 令和元年11月22日 ～ 令和2年3月19日

令和元年12月3日 34,990,835 円 令和元年12月3日 ～ 令和2年3月25日

令和2年3月19日 37,763,000 円 令和元年12月3日 ～ 令和2年4月30日

令和元年12月6日 13,706,000 円 令和元年12月6日 ～ 令和2年2月28日

令和2年2月21日 14,319,800 円 令和元年12月6日 ～ 令和2年3月13日

草津市矢橋町1817-3

掘削を行ったところ、当初設計
にないコンクリート構造物が埋
没しており、撤去処分する予定
数量に変更が生じたため。

78 4311-132
玉川中学校駐輪場増設

工事
草津市野路東三

丁目
建築 （有）森美装

草津市青地町８７５番
地の９

①試掘結果から、一体化されて
いると想定していた既設管が取
外し可能であることがわかり、本
設配管を変更するため。
②下水道工事で施工される人孔
位置の変更に伴い、本設配管を
変更するため。
③防護ｺﾝｸﾘｰﾄの撤去を追加変
更するため。

77 4311-131
草公下東草津三丁目他

面整備工事
草津市東草津三

丁目他
土木 （株）山協

草津市草津町1458番
地1

①各埋設管理者との協議によ
り、試掘工およびガイドパイプ設
置工を追加変更するため。
②設計照査により、推進工法を
変更するため。
③上水道管の移設工を追加変
更するため。
④電気ケーブルが当初想定して
いた位置と異なることから、M-2
立坑位置を変更するため。ま
た、このことから工期を延伸する
ため。

76 4311-125
下物下笠山田線配水管
更新他工事

草津市下笠町他 水道施設 （株）加藤建設工業

75 4311-124
下寺東６号線道路整備工

事
草津市下寺町 土木 （株）K-works 草津市川原町299-5

①当該工事沿いの耕作者等に
事前説明した結果、畦畔復旧は
不要となったため。
②工事着手した結果、当初計画
していた農業用水管の埋設位置
が異なっていたことから、農業用
水管撤去・布設延長等の変更が
生じたため。
③土質試験を行った結果、所定
の強さを得るために当初計画し
ていた固化材添加量を変更する
必要が生じたため。

74 4311-121
草津四丁目他下水道蓋

長寿命化工事
草津市草津四丁

目他
土木 深尾建設（株）

滋賀県草津市木川町
396番地の1

①施工に先立ち実施した調査結
果に基づき、マンホール調整高
を変更する必要が生じたため。
②マンホール高さの調整にあた
り現場打ち人孔の頂版を作り直
す必要が生じたため。



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

令和2年1月7日 14,234,000 円 令和2年1月7日 ～ 令和2年3月27日

令和2年3月26日 14,888,500 円 令和2年1月7日 ～ 令和2年3月27日

令和元年12月23日 11,858,319 円 令和元年12月23日 ～ 令和2年3月13日

令和2年3月9日 12,041,700 円 令和元年12月23日 ～ 令和2年3月30日

令和元年12月25日 8,984,613 円 令和元年12月25日 ～ 令和2年3月19日

令和2年3月17日 10,776,700 円 令和元年12月25日 ～ 令和2年3月19日

令和元年12月25日 8,665,844 円 令和元年12月25日 ～ 令和2年3月19日

令和2年3月17日 9,046,400 円 令和元年12月25日 ～ 令和2年3月19日

令和2年1月10日 10,924,045 円 令和2年1月10日 ～ 令和2年3月23日

令和2年3月18日 11,442,200 円 令和2年1月10日 ～ 令和2年3月27日

令和2年1月7日 3,190,000 円 令和2年1月7日 ～ 令和2年3月13日

令和2年3月30日 2,877,600 円 令和2年1月7日 ～ 令和2年3月30日

84 4311-149
志那中町配水管移設工

事
志那中町 水道施設 （有）金子組 草津市青地町1024-8

既設配管撤去時に同じルートで
新設配管を布設した方が工期短
縮につながることが判明したた
め。

草津市野路町467番地
の24

①公安委員会より、車幅明示の
ため、車道の反対側の区画線に
ついても設置するよう指示があ
り、区画線数量を変更したため。
②公安委員会および地元協議
の結果を踏まえ、当該箇所の区
画線数量を変更したため。

83 4311-148
公園施設ハザード判定対
応工事

草津市内一円 造園 （株）松井緑地産業 草津市新浜町164番地

①横断防止柵の修繕について、
当初計画のビームパイプだけで
なく支柱も腐食していたので、併
せて支柱も交換する必要が生じ
たため。
②①と連続する区間において、
同様に腐食した横断防止柵が
存置していたので、撤去するた
め。
③遊具の配置計画を再考した結
果、安全領域内の樹木の伐採
等が必要となったため。
④③に伴い工期を延伸する必要
が生じたため。

82 4311-146
市内保育等施設安全対
策工事（南工区）

草津市内一円 交通安全施設 びわこ舗道（株）

草津市川原町299-5

①軟弱地盤対策のため、工期延
期のため。
②側溝の高低差解消のため影
響範囲の復旧増、仕様の変更
のため。

81 4311-145
市内保育等施設安全対
策工事（北工区）

草津市内一円 交通安全施設 びわこ舗道（株）
草津市野路町467番地
の24

①舗装の劣化が進行しており、
グリーンベルトの塗直しをする上
で、舗装補修範囲を変更したた
め。
②公安委員会および地元協議
の結果を踏まえ、当該箇所の区
画線数量を変更したため。

80 4311-142
志那中６号線橋梁改修工

事
草津市志那中町 土木 （株）K-works

79 4311-136
南笠西中央線他道路整
備工事

草津市南笠町 土木 （株）竹川造園
草津市笠山三丁目12
番18号

①公安委員会と再協議した結
果、区画線工等の変更および道
路鋲の追加が生じたため。
②南笠会館前の乗入れ口につ
いて、地元調整した結果、乗入
れ口の変更が生じたため。
③南草津プリムタウン土地区画
整理事業と調整した結果、舗装
工の施工範囲の変更が生じた
ため。
④試験掘削結果等により、管渠
工と側溝工の計画高の変更が
生じたため。



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　平成３１年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間 変更事由・変更概要

変更後期間

令和2年1月9日 7,257,800 円 令和2年1月9日 ～ 令和2年3月27日

令和2年3月27日 7,894,700 円 令和2年1月9日 ～ 令和2年4月22日

85 4311-155 神保ヶ町１号橋改修工事 草津市木川町 土木 （株）マルユー建設 草津市野村8丁目7-10

①地元協議による施工方法変
更。
②堆積土砂の撤去、入れ替えが
必要なことが判明したため。
③施工方法変更に伴う検討、協
議に時間を要したため。


