
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6月5日 3,216,240,000 円 平成29年6月26日 ～ 平成31年3月15日

平成30年10月9日 3,218,846,040 円 平成29年6月26日 ～ 平成31年3月29日

平成29年6月5日 476,280,000 円 平成29年6月26日 ～ 平成31年3月15日

平成30年10月9日 476,775,720 円 平成29年6月26日 ～ 平成31年3月29日

平成29年6月5日 1,015,021,692 円 平成29年6月26日 ～ 平成31年3月15日

平成30年10月9日 1,015,741,080 円 平成29年6月26日 ～ 平成31年3月29日

平成29年9月15日 80,905,986 円 平成29年9月15日 ～ 平成30年2月28日

平成30年6月29日 91,497,600 円 平成29年9月15日 ～ 平成30年6月29日

平成29年9月14日 72,876,888 円 平成29年9月14日 ～ 平成30年2月28日

平成30年6月28日 83,978,640 円 平成29年9月14日 ～ 平成30年7月31日

平成29年9月14日 72,876,888 円 平成29年9月14日 ～ 平成30年2月28日

平成30年7月31日 84,407,400 円 平成29年9月14日 ～ 平成30年7月31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

平成30年12月21日 1,171,504,080 円 平成29年11月20日 ～ 令和2年3月23日

変更後期間
変更事由・変更概要

①急速ろ過池２、３、６号池、薬品沈殿池１系下部につい
て、漏水が確認されたため止水工を行う必要が生じたた
め。
②急速ろ過池について、壁面の防水モルタルの超高圧洗
浄による除去及び下地処理工を行う必要が生じたため。
③急速ろ過池捨水渠のドレン弁について、更新の必要が生
じたため。
④急速ろ過池壁面の劣化が進行していたため、防水塗装
範囲の変更が生じたため。

北海道胆振東部地震の影響により、屋根鉄骨資材納入が
遅れており、屋根鉄骨工事自体が遅延することから、それ
らに付随する本工事の電線管や灯具等の電気設備工事に
遅れが生じるため。

①暗渠排水管の伏越しを要すため。
②堀削跡、舗装すりつけ箇所の段差、振動の解消を図るこ
とから、オーバーレイ舗装の追加を要すため。
③仮設期間の日数延長を要すため。また、管閉塞工にお
いて栓止め資材の追加を要すため。

管

土木

土木

　　　　平成３０年度建設工事変更契約の内容に関する事項

1 4291000009
野村公園体育館建設

他工事（建築）
草津市野村

三丁目
建築

熊谷・ゆうあい特定建
設工事共同企業体

大津市馬場三丁目２番
２５号

北海道胆振東部地震の影響により、屋根鉄骨資材納入が
遅れており、屋根鉄骨工事自体が遅延するため。

工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

契約番号

7

㈲竜王興産
草津市矢橋町６４９番
地の１１

4291000059

No. 工事名

2 4291000010

3 4291000011
野村公園体育館建設

他工事（機械）
草津市野村

三丁目

5 4291000062
北川第３排水区雨水

整備工事
草津市野路
五丁目他

6 4291000062
北川第３排水区雨水

整備工事
草津市野路
五丁目他

野村公園体育館建設
他工事（電気）

草津市追分
南四丁目

浄水場
施設

ＪＦＥエンジニアリング
㈱大阪支店

草津市矢橋
町他

水道施
設

ロクハ浄水場新館耐
震補強工事

4
大津草津線他配水管

更新工事

4291000092

三機工業・藤尾設備工
業所特定建設工事共

同企業体

大阪市淀川区宮原三
丁目４番３０号

北海道胆振東部地震の影響により、屋根鉄骨資材納入が
遅れており、屋根鉄骨工事自体が遅延することから、それ
らに付随する本工事の配管やダクト等の設備工事に遅れ
が生じるため。

草津市野村
三丁目

電気
住友・中島特定建設工

事共同企業体
草津市草津三丁目１４
番４４号

①　既存擁壁撤去が不可能なため計画法線に変更の必要
が生じたため。
②　①に伴う立坑の追加および擁壁の撤去作業、道路占
用にかかる協議および許可申請に不測の日数を要したた
め。

㈱アヤシロ
草津市山田町２０５番
地の１

㈱アヤシロ
草津市山田町２０５番
地の１

①　道路管理者との立会いにより舗装本復旧の面積に増
が生じたため。

大阪市淀川区宮原一
丁目１番１号



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 変更後期間

変更事由・変更概要

　　　　平成３０年度建設工事変更契約の内容に関する事項

工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

契約番号No. 工事名

平成29年11月20日 135,558,900 円 平成29年11月20日 ～ 平成30年7月31日

平成30年7月9日 144,677,880 円 平成29年11月20日 ～ 平成30年7月31日

平成29年11月22日 93,223,440 円 平成29年11月22日 ～ 平成30年8月20日

平成30年8月17日 93,958,920 円 平成29年11月22日 ～ 平成30年8月20日

平成29年11月30日 236,776,917 円 平成29年11月30日 ～ 平成30年5月11日

平成30年7月9日 237,065,400 円 平成29年11月30日 ～ 平成30年7月10日

平成29年12月28日 256,610,106 円 平成29年12月28日 ～ 平成30年11月30日

平成30年11月9日 265,824,720 円 平成29年12月28日 ～ 平成30年11月30日

土木 ㈱アヤシロ
草津市山田町２０５番
地の１

試掘調査の結果より確認された既設擁壁が、当初の設計
管底高の支障となることから、M7立坑～M9立坑間の管底
高さについて、当初設計値より250mm深い位置に変更する
もの。
またそれに伴い、立坑深さ、薬液注入工深さが変更、既設
構造物の撤去工が追加となるもの。

土木

①受注者より提出された設計照査報告書に基づき調査を
行った結果、地下水の排水を行う必要が生じており、水替
工を計上するため。
②他企業との施工前協議の結果より、試掘工を計上するた
め。
③Ｍ-5～Ｍ-5-1間において、土質が当初想定と異なってい
たことから、推進工法を再度検討するための土質調査を追
加するため。
④Ｍ-5～Ｍ-5-1間において実施した土質調査結果より推
進工法および管種・管径を変更するため。
⑤Ｍ-5～Ｍ-5-1間において推進工法にて施工した際に土
質変化の影響を受けたことから縦断計画を変更する必要
が生じたため。
⑥工法および施工時期を再検討する必要が生じたことか
ら、本工事での施行を取りやめるため。

11 4291000119
草公下新堂町他汚水

幹線整備工事
草津市新堂

町他
土木

土木 三国工業㈱
草津市笠山二丁目１番
９号

10 4291000099
新草津川左岸４－１

雨水整備工事

草津市芦浦町３１３番
地の１

草津市穴村
町

草津市穴村
町

4291000093 ㈱井上工業

9 4291000098
草公下穴村町汚水幹
線整備工事（２工区）

8
草公下穴村町汚水幹
線整備工事（１工区）

①発進立坑位置において、想定していなかった既設の擁壁
の撤去が必要となったため。
②施工ヤードとして歩道横の敷地を使うことを計画しており
ましたが、隣接用地の確保により、工事期間中に配置すべ
き交通誘導員を減らすことができたため。
③推進工事に係る立坑については、作業スペースの確保
が困難であり、梯子を併用し、昇降階段の高さを減じたた
め。

草津市追分
五丁目他

①設計照査より調査を行った結果に基づき変更するもの。
②各埋設管理者との協議により追加変更するもの。
③近隣家屋井戸の水質監視を行うため、既設井戸調査工
を追加変更するもの。
④公安委員会との協議に基づき、交通誘導員の配置計画
について変更するもの。
⑤施工手順・方法を勘案し、かつ地元調整の状況より変更
するもの。
⑥交通規制による事業場への影響を軽減する策として変
更するもの。
⑦当初計画より流域幹線φ3600の位置が異なることが判
明したため変更するもの。
⑧借地箇所における工事影響範囲が当初想定と異なった
ため変更するもの。

衣川建設㈱
草津市野路町467番地
の24



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 変更後期間

変更事由・変更概要

　　　　平成３０年度建設工事変更契約の内容に関する事項

工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

契約番号No. 工事名

平成29年12月27日 18,667,962 円 平成29年12月27日 ～ 平成30年8月31日

平成30年7月2日 19,093,320 円 平成29年12月27日 ～ 平成30年12月28日

平成29年12月27日 18,667,962 円 平成29年12月27日 ～ 平成30年8月31日

平成30年12月21日 19,614,960 円 平成29年12月27日 ～ 平成30年12月28日

平成30年2月26日 20,162,682 円 平成30年2月26日 ～ 平成30年3月31日

平成30年5月31日 21,135,600 円 平成30年2月26日 ～ 平成30年6月15日

平成30年5月18日 19,026,576 円 平成30年5月18日 ～ 平成30年8月31日

平成30年8月31日 16,521,840 円 平成30年5月18日 ～ 平成30年8月31日

平成30年5月25日 181,763,028 円 平成30年6月4日 ～ 平成31年3月15日

平成30年10月3日 183,921,840 円 平成30年6月4日 ～ 平成31年3月15日

平成30年6月1日 24,363,720 円 平成30年6月1日 ～ 平成30年9月28日

平成30年9月28日 25,945,920 円 平成30年6月1日 ～ 平成30年10月26日

平成30年8月30日 163,917,324 円 平成30年6月8日 ～ 平成31年1月21日

平成30年12月18日 171,079,560 円 平成30年6月8日 ～ 平成31年1月21日

平成30年6月8日 163,917,324 円 平成30年6月8日 ～ 平成31年1月21日

平成31年1月18日 174,777,480 円 平成30年6月8日 ～ 平成31年2月25日

草津市草津町２０１２番
地

コテラ設備㈱
草津市木川町３７２番
地の１

草津市草津町２０１２番
地

既設消火配管の不具合により消防法施行令第１１条第３項
第２号で定められている規定の放水圧力（０．１７MPa以上）
が確保できないため。消火配管の漏れが発覚してから修繕
を行ったが、他箇所で新たな漏水発生と消火ポンプ設備の
性能確認、消火ポンプ室にある減圧弁の調整が必要であ
ることが判明し、追加の補修・調整を行い、消防検査を受け
るため。

㈱大同
草津市岡本町１７番地
の１

既存棟外壁撤去に先立ち、外壁塗材のアスベスト含有調
査を実施したところ、外壁塗材にアスベスト含有が確認され
たことから、外壁塗材の撤去が必要になったため。建築

①図面及び仕様書に相違があったため、水道資材につい
て変更する必要が生じたため。
②図面と現場状況に相違があったため、水道資材等につ
いて変更する必要が生じたため。
③工事進入路の確保に伴い樹木除伐範囲を変更する必要
が生じたため。

本工事区間の舗装本復旧時期の変更に伴い、仮復旧箇所
にオーバーレイ舗装の必要が生じたため。これに伴い工期
の延伸が必要となったため。19 4301000012

北山田町配水管更新
工事

18 4301000012
北山田町配水管更新

工事
草津市北山

田町

①近接協議により、試掘か所の追加が必要となったため。
②工事区間の周辺において、資材置場の確保が困難で
あったため。
③地下埋設物が机上調査結果と一致しないことから、水道
資材、施工方法の変更が必要となったため。
④工事区間の給水配管の移設が必要となったため。

草津市草津町２０１２番
地

光舗道建設㈱
草津市南草津三丁目1
番地1

4291000138
草津駅下笠線歩道改

良工事
草津市野村

二丁目
土木

15

16

①道路構造物の計画に変更があり、水道資材、施工方法
を変更する必要が生じたため。
②近接する舗装工事に伴い、上下水道蓋の高さ調整が必
要となったため。

草津市草津町１４５８番
地１

水道施
設

㈱山協
草津市草津町１４５８番
地１

①PE管に関する仕様の変更が生じたため。
②給水管の施工箇所が必要で無くなったため。
③石綿管の撤去が必要が生じたため。
④仮設管の延長を変更する必要が生じたため。
⑤国道工事の施工時期が変更し、移設時期を変更する必
要が生じたため。

水道施
設

㈱山協

12 4291000120
国道１号他配水管移

設工事

㈱早瀬水道

草津市草津
一丁目他

草津市青地
町

草津市草津
一丁目他

13

水道施
設

17

①通行者の安全確保のため、作業機械の誘導に係る人員
が必要となったため。
②想定断面以上の構造が確認されたため。
③指定日施工に伴い、残工事に必要な日数について延伸
が必要となったため。

4291000120
国道１号他配水管移

設工事

4301000011
草津中学校トイレ改修

１期工事（機械）

4301000004
志津小学校増築工事

（建築）

草津市追分
南四丁目他

㈱早瀬水道

草津市草津
二丁目

管

4301000002

14

㈱早瀬水道

ロクハ浄水場旧館取
水バイパス管整備工

事

水道施
設

草津市北山
田町

水道施
設



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 変更後期間

変更事由・変更概要

　　　　平成３０年度建設工事変更契約の内容に関する事項

工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

契約番号No. 工事名

平成30年6月8日 118,784,178 円 平成30年6月8日 ～ 平成31年1月31日

平成31年1月31日 118,793,520 円 平成30年6月8日 ～ 平成31年1月31日

平成30年6月11日 174,194,874 円 平成30年6月11日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月28日 183,549,240 円 平成30年6月11日 ～ 平成31年3月22日

平成30年6月6日 4,087,600 円 平成30年6月6日 ～ 平成30年8月21日

平成30年8月21日 4,929,120 円 平成30年6月6日 ～ 平成30年8月21日

平成30年6月14日 29,030,940 円 平成30年6月14日 ～ 平成31年3月15日

平成31年3月11日 33,333,120 円 平成30年6月14日 ～ 平成31年3月15日

平成30年6月27日 62,798,976 円 平成30年6月27日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月26日 65,603,520 円 平成30年6月27日 ～ 平成31年2月28日

平成30年6月27日 72,295,200 円 平成30年6月27日 ～ 平成31年1月11日

平成31年1月4日 79,317,360 円 平成30年6月27日 ～ 平成31年1月11日

草津市草津町１５１５番
地６

①公安委員会および地元との協議に基づき、施工時間を
夜間から昼間へ変更する必要が生じたため。
②公安委員会との協議に基づき、交通規制に伴う交通誘
導員の配置計画について変更する必要が生じたため。
③試掘結果より、立坑および人孔位置を変更し、かつ同区
間を開削工法から低耐荷力圧入二工程式推進工法へ変更
する必要が生じたため。

草津市矢橋
町他

電気
浄水施

設
桐田機工㈱

京都市山科区大宅御
供田町193-4

㈱井上水道工業所

草津市南笠東三丁目
20番44号

草津市草津
二丁目

草津市草津町１４５７番
地

①停電を伴う施工方法見直しにより仮設発電機の容量お
よび台数に変更が生じたため。
②市道掘削部の復旧方法について、設計図書と道路管理
者の指示に差異があり、表層および路盤の厚さを変更する
必要がしょうじたため。
③掘削部において重機進入路の支障木処理をする必要が
生じたため。
④取水井水位により油膜検出不可となる範囲があることが
判明し、設置方法を変更する必要が生じたため。
⑤新設盤用の電源取出し箇所のトランス容量不足が判明
し、取出し箇所を変更およびそれに伴う新設盤への単相変
圧器の追加の必要が生じたため。
⑥浸水による設備の被害を防止するため、基礎の高さを変
更する必要が生じたため。
⑦埋設配管と別途工事で設置するコンクリート柱が近接し
ており、ルート変更の必要が生じたため。

草津市
追分五丁目

他

4301000013
草公下志那中町他汚

水整備工事
草津市志那

中町他
土木

草津市矢橋町649番地
の11

①当初想定と異なる位置で埋設物があったことから、立坑
設置位置の変更が生じたため。
②掘進地盤状況が当初想定と異なり、汚泥処分量に変更
が生じたため。
③雨水幹線への排水接続を追加する必要が生じたため。

新草津川左岸４－１
号

雨水整備工事

①１階・２階廊下の既存手洗いで給水・排水ともに漏れが
あることが判明し、管工事において既設排水管の補修工事
が必要となり、それに伴う土間の解体・復旧が必要になっ
たため。
②外壁改修工事のために数量調査を行ったところ、施工数
量が変更になったため。
③保護者からの要望や施設の安全対策等のために必要な
施工を行ったため。

草津市東矢倉一丁目５
番３２号

建築 ㈱津田工務店滋賀

21 4301000014

20

24

25

管

4301000023

㈱千商

23

原水水質監視装置設
置工事

志津小学校の消火水配管にて漏水が確認され、このまま
漏水が進行すると、屋内消火栓使用時の放水圧が減少
し、消防法上の規定値（０．１７MPa）を下回る可能性があ
り、漏水の可能性がある埋設消火水配管の改修を早急に
実施する必要性が生じたため。

管 佐山水道工業株式会社4301000018
志津小学校増築工事

（機械）
草津市青地

町

22 4301000016

土木 有限会社　竜王興産

文化財収蔵整理室整
備事業空調設備設置

工事

当該工事の室外機置場に隣接する住宅（３ｍ程度の通路
を挟む）から、当初設計の室外機の配置では、隣接する住
宅に排気に影響があるため設置方向を変更してほしいと要
望があり、協議を行った結果、室外機の排気による影響を
低減するために変更が必要となったため。

4301000026
（仮称）志津認定こど
も園整備２期工事（建

築）

草津市青地
町



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 変更後期間

変更事由・変更概要

　　　　平成３０年度建設工事変更契約の内容に関する事項

工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

契約番号No. 工事名

平成30年6月29日 8,287,164 円 平成30年6月29日 ～ 平成30年12月21日

平成30年12月18日 10,762,200 円 平成30年6月29日 ～ 平成30年12月21日

平成30年7月2日 12,992,400 円 平成30年7月2日 ～ 平成31年1月11日

平成31年1月4日 13,640,400 円 平成30年7月2日 ～ 平成31年1月11日

平成30年7月5日 19,510,794 円 平成30年7月5日 ～ 平成30年10月26日

平成30年10月23日 20,091,240 円 平成30年7月5日 ～ 平成30年10月26日

平成30年7月9日 19,727,658 円 平成30年7月9日 ～ 平成30年10月26日

平成30年10月23日 19,333,080 円 平成30年7月9日 ～ 平成30年10月26日

平成30年7月12日 16,466,220 円 平成30年7月12日 ～ 平成30年10月26日

平成30年10月23日 17,420,400 円 平成30年7月12日 ～ 平成30年10月26日

平成30年7月13日 25,468,506 円 平成30年7月13日 ～ 平成30年10月26日

平成30年10月25日 26,598,240 円 平成30年7月13日 ～ 平成30年10月26日

平成30年7月24日 82,967,220 円 平成30年7月24日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月18日 84,807,000 円 平成30年7月24日 ～ 平成31年2月28日

土木 ㈲馬場建設

4301000041
木川町他舗装本復旧

合併工事
草津市木川

町他

32 4301000043
草公下片岡町汚水整

備工事
草津市片岡

町

①事前調査により、施工方法等を変更する必要が生じたた
め。
②地元要望により、交通誘導員の配置を変更する必要が
生じたため。

31

整備工事を行う中で既設給水取出配管の移設が必要に
なったため。

草津市大路
二丁目他

草津市木川町５０９番
地

舗装

土木

4301000036
青地町他下水道蓋長

寿命化工事

28 4301000034
大路二丁目他下水道

蓋長寿命化工事

㈲馬場建設

㈲ナカガワ 草津市川原町１４０－３

29

30 4301000040
笠山四丁目他下水道

蓋長寿命化工事
草津市笠山
四丁目他

草津市南笠東四丁目８
番６４－１号

①１階・２階廊下の既存手洗いで給水・排水ともに漏れが
あることが判明し、既設排水管の補修工事が必要となり、
その補修工事のために、既存手洗いの撤去・新設の必要
が生じたため。
②幼稚園がこども園となり園児数が増えた時に既存の手洗
い部分だけでは、保育に支障をきたすおそれがあることが
判明し、外部手洗いを新設して保育環境を確保する必要が
生じたため。

三国工業㈱
草津市笠山二丁目１番
９号

（仮称）志津認定こど
も園整備２期工事（機

械）

草津市青地
町

管 ㈲オカダ設備

草津市南山
田町

26

27 4301000030

①現地踏査より、平均調整高さおよび人孔種別が設計と異
なることが判明したため。

①現地踏査により、平均調整高さが設計と異なることが判
明したため。
②他企業との施工調整の結果、施工方法を変更したため。草津市木川町５０９番

地

4301000028
（仮称）山田認定こど
も園整備工事（機械）

管

草津市矢橋町663番地
14

①現地踏査により、平均調整高さが設計と異なることが判
明したため。

草津市青地
町他

土木

土木 ㈱山協
滋賀県草津市草津町
1458番地1

①地元との協議より、施工時間を夜間から昼間へ変更する
ため。
②今後の維持管理を考慮し、汚水切り回し計画を変更する
ため。
③公安委員会との協議に基づき、交通規制に伴う交通誘
導員の配置計画について変更するため。
④隣接工事の試掘結果より、立坑の位置を変更するため。
⑤推進工事において、障害物が影響し、縦断計画を変更す
るため。

㈱エクラホームサービス



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 変更後期間

変更事由・変更概要

　　　　平成３０年度建設工事変更契約の内容に関する事項

工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

契約番号No. 工事名

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

平成31年2月28日 43,716,240 円 平成30年8月1日 ～ 平成31年3月29日

平成30年8月8日 98,954,460 円 平成30年8月8日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月21日 100,365,480 円 平成30年8月8日 ～ 平成31年3月25日

平成30年8月8日 98,954,460 円 平成30年8月8日 ～ 平成31年2月28日

平成31年3月18日 99,645,120 円 平成30年8月8日 ～ 平成31年3月25日

平成30年8月6日 39,062,260 円 平成30年8月6日 ～ 平成31年1月25日

平成30年12月28日 39,128,400 円 平成30年8月6日 ～ 平成31年1月25日

平成30年8月6日 39,062,260 円 平成30年8月6日 ～ 平成31年1月25日

平成31年1月22日 37,371,240 円 平成30年8月6日 ～ 平成31年1月25日

平成30年8月9日 40,132,800 円 平成30年8月9日 ～ 平成30年12月21日

平成30年12月11日 39,713,760 円 平成30年8月9日 ～ 平成30年12月21日

35 4301000047
西渋川二丁目他配水

管更新工事
草津市西渋
川二丁目他

水道施
設

株式会社加藤建設工
業

滋賀県草津市青地町
875番地の9

本設配水管布設時に、当初、給水管を鉛管で想定していた
箇所がポリエチレン管で給水を行っていることが判明し、給
水管接続方法を変更したため。

34

滋賀県草津市木川町
372番地の1

当初、給水管を鉛管で想定していた箇所がポリエチレン管
で給水を行っていることが判明し、給水管接続方法を変更
したため。

36 4301000050

①地下埋設物の管理者と近接協議した結果、試掘箇所を
追加したため。
②試掘結果より、既設管撤去に伴う給水工の数量を変更し
たため。
③試掘結果より、当初の仮設配管計画の変更計画を検討
する必要が生じたことから、試掘工の箇所数を追加したた
め。
④仮設配管計画を変更したため。
⑤地下埋設物の管理者の指示により、既設管撤去の際の
切断箇所数を変更したため。
⑥地下埋設物の位置が違い、本設配管計画を変更したた
め。
⑦既設配水管の撤去と本設配管計画の変更に時間を要
し、工期を延伸したため。
⑧工期延伸に伴い、仮設資材のリース費を変更したため。

33 4301000046
新草津川左岸2-1号

雨水整備他工事
草津市青地

町

草津町配水管更新工
事

草津市草津
町

水道施
設

コテラ設備㈱

建築

土木
佐山水道工業

株式会社
草津市

草津町1457番地

38 4301000051
人権センター他解体

工事
草津市野村

三丁目
草津市志那町735番地
5

37 4301000050
草津町配水管更新工

事
草津市草津

町
水道施

設
コテラ設備㈱

滋賀県草津市木川町
372番地の1

ゆうあい建設㈱

4301000047
西渋川二丁目他配水

管更新工事
草津市西渋
川二丁目他

水道施
設

株式会社加藤建設工
業

滋賀県草津市青地町
875番地の9

①樹木移植本数増加のため。
②アスベスト除去工法を変更したため。
③Ｌ型側溝の撤去をする必要が生じたため。

①当工事周辺で現場事務所および工事用機材置場の確保
が困難であり、市公共用地（調整池跡地）を使用したため。
②掘削により、当初想定していなかった地下埋設物件が判
明し、当初計画での施工が困難になったことから、変更計
画を検討し、施工可能かどうかを追加で試掘したため。
③追加で試掘した結果、変更計画での施工が可能であるこ
と確認したため。
④試掘した結果、給水管口径が机上調査と違うことが判明
したため。
⑤掘削により、当初想定していた既設舗装厚と違うことが
判明したため。

①工事説明会の開催調整に不測の期間を要し、現地着手
に遅れが生じたため。
②ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄの基盤支持力不足が判明し、調査・検討お
よび施工に不測の期間を要したため。
③本工事で施工する汚水管移設について、一部の管路布
設計画に変更が生じたため。



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 変更後期間

変更事由・変更概要

　　　　平成３０年度建設工事変更契約の内容に関する事項

工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

契約番号No. 工事名

平成30年8月9日 20,885,040 円 平成30年8月9日 ～ 平成30年11月9日

平成30年10月3日 21,976,920 円 平成30年8月9日 ～ 平成30年11月9日

平成30年8月30日 24,604,236 円 平成30年9月3日 ～ 平成30年12月14日

平成30年12月10日 25,345,440 円 平成30年9月3日 ～ 平成30年12月14日

平成30年9月10日 59,007,420 円 平成30年9月10日 ～ 平成31年1月31日

平成31年1月25日 63,669,240 円 平成30年9月10日 ～ 平成31年1月31日

平成30年8月29日 20,685,780 円 平成30年8月29日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月28日 21,462,840 円 平成30年8月29日 ～ 令和1年5月31日

平成30年9月14日 27,069,984 円 平成30年9月14日 ～ 平成31年1月15日

平成31年1月9日 28,009,800 円 平成30年9月14日 ～ 平成31年1月15日

平成30年8月30日 6,668,298 円 平成30年9月27日 ～ 平成30年12月20日

平成30年12月20日 6,770,520 円 平成30年9月27日 ～ 平成31年1月31日

42

土木

草津市下笠
町

草津市木川町３７２

①公共用地を資材置場として使用したため。
②既設j配水管の地下埋設物の位置が一致しないことか
ら、水道資材、施工方法の変更が必要となったため。
③現地確認した結果、設計値よりも既設舗装厚が厚いこと
が確認できたため。

老上小学校屋外トイレ
改築工事

44 4301000068
草津１５号線道路整

備工事
草津市草津

三丁目
土木

地盤調査の結果、工事範囲の一部に軟弱な地盤があった
たため、地盤改良工事（柱状改良）を追加するもの。

41 4301000062
下笠町配水管更新工

事

㈱翔栄
草津市矢橋町字中ノ沢
405番地

平井二丁目他下水道
蓋長寿命化工事

草津市平井
二丁目他

㈱千商
草津市南笠東三丁目
20番44号

43 4301000064

①既設仕切弁の不具合があり、不断水ストッパーを追加す
るため。
②配水管移設工事について、本体工事の進捗が遅れてお
り、工期の延期を要すため。

①不可視部分において支障物が確認されたため。
②支障物件の調査・撤去作業に伴い、残工事に必要な日
数について延伸が必要となったため。丸正建設

39 建築

4301000063
青地町他配水管整備

工事
草津市青地

町他
水道施

設
東洋ヘッジ株式会社

草津市上笠四丁目2番
28号

土木

草津市野路
町

水道施
設

㈱藤尾設備工業所
滋賀県草津市追分二
丁目16番16号

4301000052

40 4301000060
木川町他下水道蓋長

寿命化工事
草津市木川

町他

㈱フットワーク
草津市岡本町17番地
の1

①地元調整より円形カッターを用いる工法に変更する必要
が生じたため。
②地元調整および公安委員会との協議より、夜間施工から
昼間施工に変更する必要が生じたため。
③現地踏査により、平均調整高が設計と異なることが判明
したため。
④既設調整部にレンガが使用されていたことが判明したた
め。

現地踏査により、平均調整高が設計と異なることが判明し
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 変更後期間

変更事由・変更概要

　　　　平成３０年度建設工事変更契約の内容に関する事項

工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

契約番号No. 工事名

平成30年9月27日 6,668,298 円 平成30年9月27日 ～ 平成30年12月20日

平成31年1月30日 7,058,880 円 平成30年9月27日 ～ 平成31年2月28日

平成30年10月15日 57,085,344 円 平成30年10月15日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月27日 61,255,440 円 平成30年10月15日 ～ 平成31年3月18日

平成30年8月30日 19,803,690 円 平成30年10月9日 ～ 平成30年12月14日

平成30年12月14日 19,644,120 円 平成30年10月9日 ～ 平成30年12月14日

平成30年10月15日 61,695,000 円 平成30年10月15日 ～ 令和1年5月31日

平成31年3月29日 64,187,640 円 平成30年10月15日 ～ 令和1年5月31日

平成30年10月23日 62,640,000 円 平成30年10月23日 ～ 平成31年3月15日

平成31年3月13日 64,532,160 円 平成30年10月23日 ～ 平成31年3月15日

平成30年10月26日 46,620,252 円 平成30年10月26日 ～ 平成31年3月15日

平成31年3月8日 46,090,080 円 平成30年10月26日 ～ 平成31年3月15日

平成30年10月22日 2,222,424 円 平成30年10月22日 ～ 平成31年1月31日

平成31年1月24日 2,380,320 円 平成30年10月22日 ～ 平成31年1月31日

平成30年11月9日 40,334,652 円 平成30年11月9日 ～ 平成31年3月15日

平成31年2月28日 44,182,800 円 平成30年11月9日 ～ 平成31年3月29日

49 4301000075
水生植物公園ロータ
ス館外壁他工事(建

築)

草津市下物
町

建築 ゆうあい建設株式会社 草津市志那町733-5

①外壁調査による数量変更、アスベスト調査による変更の
ため。
②アトリウム出入口SD枠補修、常設展示室床、壁内改修、
天井改修、パレット、パレットラックの数量変更のため。

試掘調査の結果、M10、M11、M12立坑の施工位置におい
て、施工の支障となる埋設物が確認されたことから、同3箇
所の立坑位置を変更するもの。

現地照査を行った結果、マンホールの高さ調整に変更が生
じたため。

51

①受注者の測量結果と設計数量に差があったため。
②道路形状の変更により、マンホール高の調整を要すた
め。

草津１５号線道路整
備工事

草津市草津
三丁目

土木 丸正建設 草津市木川町３７２

47

46

夘田建設㈱

舗装範囲を追加し、事業の進捗を図るため。

4301000069
草津守山線配水管更

新工事
草津市矢橋

町
水道施

設
株式会社井上工業

草津市芦浦町313番地
の1

草津市木川町８７０番
地の１

草津市矢橋
町

舗装

滋賀県草津市青地町
714番地の２

市内雨水マンホール
蓋交換工事

草津市上笠
二丁目

土木 （株）ケイエス

滋賀県草津市木川町３
７２番地の1

4301000072
大津草津線舗装本復

旧他工事

①公共用地を資材置場として使用したため。
②関係機関との協議により、一部区間を夜間工事に変更し
たため。
③配水管布設に支障となる暗渠水路が埋設されており、暗
渠の伏越しを要すため。これに伴う材料手配、施工等必要
日数を要すため。

45 4301000068

48

野路矢橋線道路整備
工事

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

コテラ設備株式会社

①地下埋設物の管理者との協議により、試掘箇所を追加し
たため。
②現場事務所として公共用地を使用したことから、借地料
を変更したため。
③既設仕切弁が使用できないことが判明し、不断水ストッ
パーを追加したため。
④変更事由③に伴い試掘箇所を追加したため。
⑤掘削時に更新範囲での給水管の接続が確認されたこと
から、本設給水工を変更したため。
⑥仮設配水管への切り替え時に更新側に給水管が接続さ
れていたことから、仮設給水工を変更したため。
⑦鉛管で想定していた給水管がポリエチレン管だったこと
により、接続方法を変更したため。
⑧地元調整の結果により、交通誘導員の人数を変更した
ため。
⑨当初想定していなかった地下埋設物が判明したことか
ら、本設配管計画を変更したため。

草津市野路
二丁目

土木 株式会社大同
滋賀県草津市岡本町１
７番地の１

①公安委員会との協議の結果、交通規制に伴う交通誘導
員の夜間配置が必要になったため。
②関係機関および地元との調整の結果、施工着手に遅れ
が生じたため。

50 4301000078
草公下北山田町汚水

整備工事
草津市北山

田町
土木 株式会社アヤシロ

草津市山田町205番地
の１

52 4301000088

4301000082



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 変更後期間

変更事由・変更概要

　　　　平成３０年度建設工事変更契約の内容に関する事項

工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

契約番号No. 工事名

平成30年11月19日 5,248,260 円 平成30年11月19日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月28日 5,162,400 円 平成30年11月19日 ～ 平成31年2月28日

平成30年11月22日 48,456,684 円 平成30年11月22日 ～ 平成31年3月25日

平成31年3月19日 47,651,760 円 平成30年11月22日 ～ 平成31年3月29日

平成30年11月16日 5,497,200 円 平成30年11月16日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月28日 5,632,200 円 平成30年11月16日 ～ 平成31年2月28日

平成30年11月19日 5,610,600 円 平成30年11月19日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月20日 6,962,760 円 平成30年11月19日 ～ 平成31年3月26日

平成30年11月26日 6,129,810 円

平成31年2月26日 6,725,160 円

55 4301000094
南草津団地児童公園

他遊具改修工事
草津市橋岡

町他
造園 有限会社松本ガーデン 草津市下物町568

南草津団地児童公園工区において、山土砂の掘削および
まさ土の敷均しを追加するもの。

54 4301000093
草公下志那中町汚水

整備工事
草津市志那

中町
土木 株式会社大同

草津市岡本町１７番地
の１

草津市新浜町１６４番
地

草津市北大
萱町

志那地区他農集排漏
水対策工事

草津市志那
町他

土木 株式会社松井緑地産業53 4301000091

56
草津市下物

町
機械器
具設置

村岡通信建設株式会社
滋賀県草津市矢橋町
2075-1

継電器類の老朽化により、本修繕の作業での停電後に復
旧できない可能性が高く、同時に継電器類を修繕する必要
が生じたため。
これに伴い材料発注および施工に要する工期の延長が生
じたため。

4301000096
烏丸中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場機器

修繕

①人孔位置に支障物があることが判明したことから、人孔
位置および人孔種別を変更するもの。
②次年度計画箇所の地下埋設物調査について、計画の一
部変更に伴い試掘箇所数を減らすもの。
③本工事の発生残土が残土処分地の受け入れ基準を満
たさないことから、改良工を追加するもの。
④農業用水管の管理者である草津用水土地改良区より部
材変更の指示があったことから、移設範囲および配管計画
を見直し、変更するもの。またそれに伴い、工期の延伸を
するもの。

①地元との調整の結果、交通規制に伴う交通誘導員の配
置に追加が必要となったため。
②内面補修工において、通常の高圧洗浄車では除去でき
ない支障物が管内に付着していたことにより、超高圧洗浄
車での施工を行うこととなったため。
③下水道管の布設替えにおいて、試掘の結果、地下埋設
物が想定とことなった構造であったことにより、施工延長を
短くしたため。

舗装範囲を追加し、事業進捗を図るため。

57 4301000097
穴村北大萱線路肩改

良工事
平成30年11月26日 ～ 平成31年2月28日土木 株式会社マルユー建設

草津市野村8丁目7番
10号



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 変更後期間

変更事由・変更概要

　　　　平成３０年度建設工事変更契約の内容に関する事項

工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

契約番号No. 工事名

平成30年12月6日 6,782,400 円 平成30年12月6日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月28日 6,843,960 円 平成30年12月6日 ～ 平成31年2月28日

平成30年12月11日 48,092,400 円 平成30年12月11日 ～ 令和1年5月10日

平成31年3月14日 49,340,880 円 平成30年12月11日 ～ 令和1年6月19日

平成30年12月4日 33,847,200 円 平成30年12月4日 ～ 平成31年3月29日

平成31年3月25日 34,176,600 円 平成30年12月4日 ～ 平成31年3月29日

平成30年12月3日 5,881,410 円 平成30年12月3日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月21日 7,295,400 円 平成30年12月3日 ～ 平成31年3月15日

平成30年12月7日 3,508,866 円 平成30年12月7日 ～ 平成31年2月28日

平成31年1月15日 4,124,520 円 平成30年12月7日 ～ 平成31年2月28日

平成30年12月13日 6,852,384 円 平成30年12月13日 ～ 平成31年2月28日

平成31年3月15日 7,391,520 円 平成30年12月13日 ～ 平成31年3月15日

平成30年12月13日 6,447,600 円 平成30年12月13日 ～ 平成31年3月15日

平成31年3月6日 6,760,800 円 平成30年12月13日 ～ 平成31年3月15日

平成30年12月13日 2,268,000 円 平成30年12月13日 ～ 平成31年2月28日

平成31年2月26日 2,298,240 円 平成30年12月13日 ～ 平成31年2月28日

4301000105
草津市浄水場管理棟
バリアフリー等改修工

事

草津市北山
田町他

建築
株式会社津田工務店

滋賀

草津南森部児童公園
他遊具改修工事

草津市草津
町他

造園 深尾建設株式会社
草津市木川町３９６番
地の１

大型滑台の設置ならびにシーソーの撤去・設置を予定して
いたが、できるだけ広場空間を有効活用したいことから、砂
場を撤去して、その場所に大型滑台を設置してほしいと地
元要望を受けたため変更するもの。

58 4301000104
川原小久保児童公園

他遊具改修工事
草津市川原
二丁目他

造園 株式会社山田園芸 草津市下笠町179

びわこ舗道株式会社 草津市野路町467-24

工事の施工範囲を延長し、事業の進捗を図るため。

4301000108
野路3号線路肩改良

工事
草津市野路7

丁目他

草津市東矢倉一丁目５
番３２号

①撤去対象の構造物に既設図面に記載の無い配線や配
線経路の異なる配線が発見されたことにより、これらの既
設配線の移設と不要となる機器等の撤去が追加で必要と
なったため。
②ロクハ浄水場の屋外に排水管を新設する予定でしたが、
掘削工事範囲に浄水場プラントの運転に関わる電気ケー
ブルがあり、掘削に伴う断線の危険があることが分かった
ため、衛生器具を一部変更する方法により、屋外埋設配管
を取りやめ、建屋内での配管施工としたため。

60 4301000107
野村公園体育館建設

付帯工事
草津市野村

三丁目
土木 有限会社竜王興産

滋賀県草津市矢橋町６
４９番地の１１

①防犯灯の鋼管柱および基礎ブロックを追加する。また、
新設で予定していた防犯灯の灯具を１基減らす。
②給水管φ５０の移設および水質試験を追加する。

施工区間を延長し、事業の進捗を図るため。

62 4301000113
名神西線舗装補修工

事
草津市岡本

町他
舗装 有限会社　高靖工業

滋賀県草津市桜ケ丘1
丁目11番25号

株式会社元藤工業所
草津市草津三丁目6番
6号

他事業との調整により、配水管の布設位置を変更したた
め。
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し、Ｕ字溝の撤去等要したため。

草津市矢橋町1430-3

側溝設置工事の施工範囲を追加し、事業進捗を図るため。

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し量を変更する必要が生じたため。
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しを無筋から有筋に変更する必要が生じたた
め。
既設ﾌｪﾝｽの高さを修正する必要が生じたため。

61

63 4301000114
東草津山寺線側溝整

備工事
東草津一丁

目
土木 株式会社大地コンストラクション

65 4301000117
新堂町配水管整備工

事
草津市新堂

町
水道施

設

64 4301000116

土木

59



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 変更後期間

変更事由・変更概要

　　　　平成３０年度建設工事変更契約の内容に関する事項

工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

契約番号No. 工事名

平成30年12月21日 14,694,480 円 平成30年12月21日 ～ 平成31年3月25日

平成31年3月15日 15,264,720 円 平成30年12月21日 ～ 平成31年3月26日

平成30年12月25日 3,736,800 円 平成30年12月25日 ～ 平成31年3月15日

平成31年3月14日 3,981,960 円 平成30年12月25日 ～ 平成31年3月15日

平成30年12月18日 6,551,280 円 平成30年12月18日 ～ 平成31年3月18日

平成31年3月11日 6,970,320 円 平成30年12月18日 ～ 平成31年3月18日

平成30年12月19日 28,161,324 円 平成30年12月19日 ～ 平成31年3月20日

平成31年3月15日 28,749,600 円 平成30年12月19日 ～ 平成31年3月20日

平成30年12月25日 22,072,014 円 平成30年12月25日 ～ 平成31年3月22日

平成31年3月19日 22,400,280 円 平成30年12月25日 ～ 平成31年3月22日

平成31年1月7日 3,758,400 円 平成31年1月7日 ～ 平成31年3月15日

平成31年3月12日 3,870,720 円 平成31年1月7日 ～ 平成31年3月15日

平成31年1月7日 36,572,364 円 平成31年1月7日 ～ 平成31年3月29日

平成31年2月6日 37,572,120 円 平成31年1月7日 ～ 平成31年3月29日

68 4301000123
新堂町下水道整備工

事
草津市新堂

町
土木 株式会社ケイエス

草津市青地町714番地
の2

①地下埋設物調査の結果、上水道管が机上調査と異なっ
ており、支障になることが判明したため、法線の変更が生じ
ることから、本管延長および人孔の種別等を変更するも
の。
②横断するヒューム管φ600のコンクリート基礎が厚く、下
水道本管の計画高に影響することが判明したため、下水道
本管の縦断計画を変更するもの。

71 4301000127
新浜上屋敷第一児童
遊園他再整備工事

草津市新浜
町他

造園 株式会社サザンレイクス草津市下笠町174

土の入替え量、ｺﾝｸﾘｰﾄ処分量、砕石の敷均し量、土の敷
均し量を変更するもの。
ﾍﾞﾝﾁの撤去、砕石の敷均しを追加するもの。

施工に先立ち実施した事前測量結果に基づき、マンホール
調整高さを変更するため。

①地元町会長および沿線企業との協議に基づき、舗装修
繕範囲の増加をするため。
②受注者より設計照査が提出されたことから、草津市建設
工事請負契約約款第１８条第２項に基づき調査を行った結
果、舗装版切断について変更するため。

三国工業㈱

70

69 4301000124

高穂中学校図書室改
修他工事

建築
草津市矢橋町１８１７－
３

66 4301000119
草津市追分

七丁目
有限会社　森美装

工事の進捗に伴い、旧図書室に配置されていた書架を移
設するために撤去したところ、書架の背面に設けられてい
た学校間仕切りの引違戸が変形しており、引違戸の交換
が必要となったため。

滋賀県草津市上笠四
丁目2番28号

①地下埋設物の位置を確認し、支障がないように施工する
ことから、試掘工を変更したため。
②当工事周辺で資材置場および現場事務所の確保が困難
であり、草津市防災広場を使用したことから、借地料を変
更したため。
③試掘結果より、地下埋設物の深さが竣工図と異なってい
たことから、推進管底高および立坑深を変更したため。
④試掘結果より、立坑位置に地下埋設物が確認され、また
地下埋設物の基礎形状が竣工図と異なっていたことから、
立坑位置および推進延長を変更したため。
⑤立坑位置の変更に伴い、本設配水管計画を変更したた
め。
⑥立坑築造時の掘削結果より、地下水の位置が柱状図と
異なっていたことから、薬液注入範囲を変更したため。

67 4301000121 公園フェンス設置工事
草津市山寺

町他
造園 有限会社玉川造園

草津市野路八丁目２１
番７号

①フェンスの追加変更を行うもの。
②ブロック積みの追加変更を行うもの。
③樹木の抜根追加変更を行うもの。

滋賀県草津市笠山二
丁目1番９号

下笠湖岸線配水管更
新工事

草津市下笠
町

水道施
設

東洋ヘッジ株式会社

72 4301000128
岡本町他舗装本復旧

合併工事
草津市岡本

町他
舗装

4301000125
草津一丁目他下水道

蓋長寿命工事
草津一丁目

他
土木 株式会社　システムガイア

草津市南笠東三丁目２
０番４４号



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 変更後期間

変更事由・変更概要

　　　　平成３０年度建設工事変更契約の内容に関する事項

工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

契約番号No. 工事名

平成30年12月27日 4,730,400 円 平成30年12月27日 ～ 平成31年3月25日

平成31月3月20日 4,945,320 円 平成30年12月27日 ～ 平成31年3月25日

平成30年12月25日 26,622,000 円 平成30年12月25日 ～ 平成31年3月20日

平成31年3月20日 26,602,560 円 平成30年12月25日 ～ 平成31年3月28日

平成30年12月26日 1,627,560 円 平成30年12月26日 ～ 平成31年3月15日

平成31年2月28日 1,645,920 円 平成30年12月26日 ～ 平成31年3月15日

平成31年1月7日 10,837,800 円 平成31年1月7日 ～ 平成31年3月25日

平成31年3月19日 11,064,600 円 平成31年1月7日 ～ 平成31年3月25日

平成31年1月10日 28,004,400 円 平成31年1月10日 ～ 平成31年3月15日

平成31月3月12日 28,283,040 円 平成31年1月10日 ～ 平成31年3月27日

平成31年1月28日 8,889,426 円 平成31年1月28日 ～ 平成31年3月20日

平成31年3月14日 9,700,560 円 平成31年1月28日 ～ 平成31年3月20日

74 4301000130
高穂中学校駐車場・

駐輪場整備工事
草津市追分

七丁目
土木 東洋ヘッジ株式会社

滋賀県上笠四丁目2番
28号

①掘削時に、当初想定していた既設舗装厚と違うことが判
明したことから、既設舗装厚を変更したため。
②隣接する調整池護岸が支障となることが確認されたこと
から、重力式擁壁の形状等を変更し、それに伴い、駐車場
の配置計画を変更したため。
③中学校との協議の結果、建築ブロック（化粧ブロック）か
ら目隠しフェンスに変更したため。
④隣接工事との調整により、工期を延伸したため。

76 4301000132
草公下穴村町他汚水

整備工事
草津市穴村

町他
土木 株式会社松井緑地産業

草津市新浜町１６４番
地

①当該箇所においての流入する汚水量が当初想定よりも
少なく、マンホールポンプ人孔内での仮排水が可能である
と判断できたことから、仮排水工を減変更するもの。
②当該箇所においての地下水位および土質が当初想定と
異なったことから、薬液注入範囲について変更するもの。

草津市木川町３７２

①現場状況から基礎ブロックの設置が非常に困難であるこ
とが判明したため、基礎ブロックを使用した設置から既存
構造物を活用した設置に変更したため。
②運動場側からの施工では、運動場や隣接民地（駐車場）
の利用者の安全確保が困難であること、機材搬入などに支
障があることが判明したため。

草津市野村八丁目７－
１０

照明工を１基追加するもの。

草津市矢橋町228-1

①関係機関協議の結果、交通誘導員の追加が必要となっ
たため。
②現地詳細測量の結果、当初設計数量の変更が必要と
なったため。

77 4301000135
草津駅西口第２自転
車駐車場整備工事

（建築）

草津市西渋
川一丁目

建築 株式会社奥村工務店
草津市山寺町1196番
地

施設管理者と工事内容にかかる協議に時間を要したため、
契約工期を変更するもの。

73 4301000129
草津川跡地（区間Ｒ

１）暫定道路整備他工
事

草津市大路
二丁目他

土木 株式会社マルユー建設

75 4301000131
ふれあい運動場他

フェンス修繕
草津市草津

町他
土木 丸正建設

78 4301000138
北川第3排水区雨水
整備舗装本復旧工事

野路二丁目
他

舗装 株式会社新興


