
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

令和3年1月27日 33,316,272 円 令和3年1月27日 ～ 令和3年6月18日

令和3年6月8日 33,743,600 円 令和3年1月27日 ～ 令和3年7月30日

令和3年1月27日 33,316,272 円 令和3年1月27日 ～ 令和3年6月18日

令和3年7月19日 35,142,800 円 令和3年1月27日 ～ 令和3年7月30日

令和3年2月15日 7,553,700 円 令和3年2月15日 ～ 令和3年10月20日

令和4年2月25日 9,464,400 円 令和3年2月15日 ～ 令和4年2月28日

令和3年2月24日 47,896,585 円 令和3年2月24日 ～ 令和3年12月10日

令和4年2月25日 43,312,500 円 令和3年2月24日 ～ 令和4年2月28日

令和3年2月25日 33,177,100円 令和3年2月25日 ～ 令和3年8月31日

令和3年8月27日 39,608,800 円 令和3年2月25日 ～ 令和3年8月31日

令和3年3月25日 4,400,000 円 令和3年3月25日 ～ 令和3年7月30日

令和3年7月21日 4,766,300 円 令和3年3月25日 ～ 令和3年7月30日

令和3年3月29日 36,178,758円 令和3年3月29日 ～ 令和3年9月17日

令和3年9月16日 37,396,700円 令和3年3月29日 ～ 令和3年9月17日

令和3年3月29日 36,960,000 円 令和3年3月29日 ～ 令和3年10月22日

令和3年7月21日 39,241,400 円 令和3年3月29日 ～ 令和3年12月1日

　　　令和３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

草津市矢橋町６３８－２
①既存照明の機能回復のため。
②関係機関協議に不測の日数を要したため。

2 5021-133 県道下笠大路井線迂回路設置工事 草津市野村三丁目他 土木 株式会社岸本工業 草津市矢橋町６３８－２ 　現地踏査により土量に変更が生じたため。

1 5021-133 県道下笠大路井線迂回路設置工事 草津市野村三丁目他 土木 株式会社岸本工業

5 5021-138 馬場橋他補修工事 草津市馬場町他 橋梁上部 株式会社リーグスセイワ
栗東市安養寺六丁目８番
１－２１号

①設計照査の結果、設計変更の必要が生じたため。
②公安委員会との現地立会により、区画線工を変更したため。

8
令和２年度

第１－１４３号
２段取水ポンプ場１号ポンプ整備工事 草津市野路一丁目 浄水施設

石垣メンテナンス株式会
社　大阪支店

6 5021-140 下笠大路井線配水管移設工事 草津市野村三丁目他 水道施設 株式会社井上水道工業所
草津市草津町1515番地の
6

①市道大路野村線の道路拡幅事業に合わせて配水管を延長するた
め。
②県工事と調整した結果、仕切弁ボックス調整工が減となったため。

草津市南笠東二丁目７番３５号

・外壁断熱材の老朽に伴う撤去・新設
・バルコニー塗膜材の変更
・フローリング篭球に伴う撤去・新設
・仕様書内容の祖語による変更
・雨水桝の越境解消のための移設
・増築取合い部の施工
・入居者荷物一時保管用倉庫の数量減

大阪市淀川区宮原三丁目
３番３１号

吸込ケーシングが腐食しており、取替を行う必要が生じたため。

3 5021-135 大津能登川長浜線汚水移設工事 草津市東草津二丁目 土木 株式会社竹川造園
草津市笠山三丁目１２番１
８号

①県の事業遅延に伴い撤去工の中止及び施工方法に変更が生じたため。
②既設管渠からの切替接続に支障物があり、法線の変更が生じたため。
③事業用地内に設けられる歩行者迂回路の舗装復旧が必要になったため。

7 5021-141 改良住宅分離適合工事（その２） 草津市木川町他 建築 株式会社巴建設

4 5021-136 大津能登川長浜線他配水管移設工事
草津市東草津二丁目

他
水道施設 株式会社井上工業 草津市芦浦町313番地の1 ・県の道路工事の施工範囲が変更になり、管路延長が減長となるため。



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

　　　令和３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3年4月26日 　26,818,000円 令和3年4月26日 ～ 令和3年9月22日

令和3年7月26日 29,432,700円 令和3年4月26日 ～ 令和3年11月19日

令和3年5月10日 5,126,000円 令和3年5月10日 ～ 令和3年9月22日

令和3年7月26日 5,269,000円 令和3年5月10日 ～ 令和3年11月19日

令和3年4月27日 3,795,000 円 令和3年4月27日 ～ 令和3年9月22日

令和3年7月26日 3,971,000円 令和3年4月27日 ～ 令和3年11月19日

令和3年6月4日 67,263,130 円 令和3年6月4日 ～ 令和3年9月30日

令和3年9月22日 67,949,200 円 令和3年6月4日 ～ 令和3年9月30日

令和3年6月1日 61,977,454 円 令和3年6月1日 ～ 令和4年3月15日

令和4年3月9日 66,946,000 円 令和3年6月1日 ～ 令和4年3月29日

のびっ子笠縫東保育室増築工事（電気） 草津市平井三丁目 電気 草津設備株式会社

草津市青地町３２７－１

・近隣協議を行ったところ、農業用水路に工事で排出する濁水等が
流れ出ることを懸念されたため、防止措置を図るため、仮設計画の
見直し、近隣との再協議を行った結果、仮設工事の内容変更が必要
となったため。
・当初、既存倉庫内の備品等を一時保管するための収納用品保管
用倉庫を設置する予定でしたが、別箇所にて保管することとなり、倉
庫が不要となったため。

10 5031-002 のびっ子笠縫東保育室増築工事（機械） 草津市平井三丁目 管 有限会社オカダ設備
草津市南笠東四丁目８番
６４－１号

近隣協議を行ったところ、農業用水路に工事で排出する濁水等が流
れ出ることを懸念されたため、防止措置を図るため、仮設計画の見
直し、近隣との再協議を行った結果、工事期間の延長が必要となっ
たため。

9 5031-001 のびっ子笠縫東保育室増築工事（建築） 草津市平井三丁目 建築 株式会社山本住建

12 5031-006 老上小学校グラウンド改修工事 草津市野路町 土木 光舗道建設株式会社

13 5031-010

草津市東草津二丁目３番
３８号

近隣協議を行ったところ、農業用水路に工事で排出する濁水等が流
れ出ることを懸念されたため、防止措置を図るため、仮設計画の見
直し、近隣との再協議を行った結果、工事期間の延長が必要となっ
たため。

11 5031-003

草津市南草津三丁目１番
地１

・桝蓋のサイズを大きくする必要が生じたため。
・集水桝を施工する必要が生じたため。
・排管を清掃する必要が生じたため。

狼川6-2号雨水整備工事 草津市　南笠町 土木 株式会社フットワーク 草津市岡本町17番地の1

【変更①】
①地盤調査に伴い地盤改良厚の変更が生じたため。
②地質調査に伴い埋戻流用土改良の改良材添加量に変更が生じた
ため。
③埋設されたL型擁壁が見つかり、撤去する必要が生じたため。
④仮設道路補強用に使用する予定だった掘削土について、仮設道
路の劣化が見られないため、処分する必要が生じたため。
⑤地元要望により、施工延長を追加する必要が生じたため。



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

　　　令和３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3年6月1日 61,977,454 円 令和3年6月1日 ～ 令和4年3月15日

令和4年3月25日 70,274,600 円 令和3年6月1日 ～ 令和4年3月29日

令和3年6月4日 21,819,380 円 令和3年6月4日 ～ 令和3年10月15日

令和3年10月14日 22,949,300 円 令和3年6月4日 ～ 令和3年10月15日

令和3年5月31日 6,303,000円 令和3年5月31日 ～ 令和3年9月15日

令和3年8月31日 5,879,500円 令和3年5月31日 ～ 令和3年9月15日

令和3年6月16日 23,847,692 円 令和3年6月16日 ～ 令和3年9月17日

令和3年9月3日 24,832,500 円 令和3年6月16日 ～ 令和3年9月17日

令和3年6月30日 127,525,156 円 令和3年6月30日 ～ 令和4年3月25日

令和3年3月22日 130,005,700 円 令和3年6月30日 ～ 令和4年3月25日

令和3年7月5日 128,247,460 円 令和3年7月5日 ～ 令和4年2月28日

令和4年2月22日 132,674,300 円 令和3年7月5日 ～ 令和4年2月28日

草津市野路町３６３番地の
１３

①現地調査の結果、安全かつ学校施設への影響を最小限に工事を
進めるため機器の搬出・搬入経路の変更を行ったため。
②大阪ガスおよび空調メーカーが定める設置方法に適合させるた
め、ドレン配管の延長と配線の追加が必要となったため。

16 5031-017 高穂中学校空調取替工事 草津市追分七丁目 管 有限会社ススム設備

・事前調査により、施工箇所の変更が発生したこと及び、事業進捗の
ため、施工箇所を追加したため。

【変更②】
①仮設道路撤去に伴い発生するRC-40の処理区分を無筋コンクリー
トとする必要が生じたため。
②設置したまま次期工事へ引き継ぐ予定だった敷き鉄板について、
仮設道路が安定していることから、返却返却する必要が生じたため。

15 5031-014
県道山田草津線他下水道総合地震対

策工事
草津市草津町他 土木 株式会社松井緑地産業 草津市新浜町１６４番地

17 5031-022
(仮称)矢倉認定こども園駐車場整備工

事
草津市矢倉二丁目 舗装 東洋道路株式会社 草津市穴村町３９０番地１

14 5031-010 狼川6-2号雨水整備工事 草津市　南笠町 土木 株式会社フットワーク

滋賀県草津市南笠東三丁
目２０番４４号

現地測量および掘削を行ったところ、地下埋設物等の高さ調整を行
う必要が生じたため。

西矢倉三丁目配水管更新工事
草津市西矢倉三丁目

他
水道施設 東洋ヘッジ株式会社 草津市駒井沢町125番地7

①公共用地の使用に伴い、借地料を減額するため。
②試掘箇所を追加するため。
③設計照査により、材料等を追加するため。
④試掘結果より、本設配管法線を変更するため。
⑤既設管の実測により、管更生工の延長を変更するため。
⑥既設舗装版の厚み検測により、撤去に係る土工数量を変更するた
め。

草津市岡本町17番地の1

・バルコニー塗膜防水の追加
・軒天取替え、塗装の減少
・テレビアンテナブースター新設の追加
・小庇のドレン交換、塗膜防水の追加
・カーポートポリカ張替えの追加
・工事取止め（2件）
・交通誘導員の人数減少

18 5031-030 市営住宅屋根改修工事（その２） 草津市木川町他 建築 株式会社　千商

19 5031-031



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

　　　令和３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3年6月28日 12,210,000 円 令和3年6月28日 ～ 令和3年10月1日

令和3年9月21日 12,504,800 円 令和3年6月28日 ～ 令和3年10月1日

令和3年6月29日 7,590,000 円 令和3年6月29日 ～ 令和3年10月19日

令和3年9月27日 11,185,900 円 令和3年6月29日 ～ 令和3年11月2日

令和3年6月29日 7,590,000 円 令和3年6月29日 ～ 令和3年10月19日

令和3年10月4日 12,587,300 円 令和3年6月29日 ～ 令和3年11月2日

令和3年6月28日 7,855,232円 令和3年6月28日 ～ 令和3年10月29日

令和3年9月22日 8,131,200円 令和3年6月28日 ～ 令和3年10月29日

志津小学校体育館トイレ改修工事（機
械）

草津市青地町 管 有限会社オカダ設備
草津市南笠東四丁目8番
64-1号

③多目的トイレ既設雑排水管の改修
④既設コンクリート壁の撤去・復旧等

23 5031-040 玉川小学校防球ネット設置工事 草津市野路九丁目 土木 株式会社ケイエス 草津市青地町７１４番地２

①現地確認の結果、樹木や雑草が想定よりも繁茂しており、枝葉処
理量や刈草処分量の増加が見込まれたため。
②現地確認の結果、雑草対策用に薬草女装（除草剤散布）の追加が
必要になったため。
③現地踏査の結果、フェンスおよび防球ネットの数量が不一致また
は不足していたため。

22 5031-039

常盤小学校公共下水接続工事 草津市志那中町 管 株式会社元藤工業所
草津市草津三丁目６番６
号

①仮設トイレおよび仮設敷き鉄板の数量が減少となったため。
②浄化槽解体を行ったところ、既設浄化槽を設置した際、土留として
用いられていた鋼矢板が残置されており、鋼矢板を撤去するための
費用が別途発生したため。

21 5031-039
志津小学校体育館トイレ改修工事（機

械）
草津市青地町 管 有限会社オカダ設備

草津市南笠東四丁目8番
64-1号

①体育館外部の新設排管（排水設備）の改修工事
②体育館外部の既設排管（排水設備）の撤去工事が別途発生したた
め。

20 5031-034



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

　　　令和３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3年7月13日 20,438,000 円 令和3年7月13日 ～ 令和3年12月10日

令和3年12月8日 21,126,600 円 令和3年7月13日 ～ 令和4年1月17日

令和3年7月15日 68,227,863 円 令和3年7月15日 ～ 令和4年2月18日

令和4年2月2日 72,638,500 円 令和3年7月15日 ～ 令和4年2月18日

令和3年7月12日 39,465,030 円 令和3年7月12日 ～ 令和4年1月14日

令和4年1月7日 48,835,600 円 令和3年7月12日 ～ 令和4年1月14日

令和3年7月21日 13,789,600 円 令和3年7月21日 ～ 令和3年11月10日

令和3年10月26日 12,434,400 円 令和3年7月21日 ～ 令和3年11月10日

令和3年8月2日 49,693,820 円 令和3年8月2日 ～ 令和4年1月31日

令和3年12月6日 51,299,600 円 令和3年8月2日 ～ 令和4年3月25日

水道施設 有限会社金子組

草津市川原町１３２番地の
４

撤去処分を行う変圧器から低濃度PCBが検出されたことから、
①　変圧器を処分するまでの期間、保存しておくための容器が必要と
なったため。
②　①の変更に伴い、保存容器の作成等に時間を要し、工期の延長
が必要となったため。

26 5031-046 大津守山近江八幡線配水管更新工事 草津市北大萱町他 水道施設 衣川建設株式会社
草津市野路町467番地の
24

①受注者より草津市防災広場の借地願いがあり、借地料の減額変
更が生じるため。
②他埋設物管理者との協議の結果、試掘箇所を追加する必要が生
じたため。
③道路管理者との協議および試掘の結果より仮設配管法線、土工
数量を変更する必要が生じたため。
④試掘調査の結果、既設配水管の土被りが設計図書と異なってお
り、既設配水管の撤去土工および本設配管の水道資材等を変更す
る必要が生じたため。
⑤既設舗装厚が設計図書と異なっており、舗装撤去区分およびアス
ファルト殻処分工を変更する必要が生じたため。
⑥道路管理者との協議の結果、仮舗装を復旧する必要が生じたた
め。

草津市青地町８７５番地の
９

①資材置場として公共用地を使用したため。
②試掘結果より、既設上水道管の埋設位置が設計図書と異なってい
たことから、仮設・本設配管および土工数量を変更するため。
③既設上水道管がNTTケーブルと近接していることから、モルタル充
填により残置する延長を変更するため。

25 5031-045 北山田町配水管更新工事 草津市北山田町 水道施設 株式会社加藤建設工業

草津市青地町１０２４－８
番地

①設計照査の結果より、配水管布設法線の変更、埋戻し工を追加す
るため。
②下越し配管箇所において、地下水位が高く施工できないため、施
工時期を再検討する必要が生じたことから、施工を取りやめるため。

28 5031-054 大江霊仙寺線配水管整備他工事 草津市矢橋町他 水道施設 衣川建設株式会社

24 5031-041 ロクハ公園受変電設備取替工事 草津市追分七丁目 電気 株式会社中島電業所

草津市野路町４６７番地の
２４

①交通誘導員を追加するため。
②土地区画整理組合が実施する工事の施工工程が遅れていること
により、工期延期が必要となるため。
③水管橋使用材料の寸法等を変更するため。

27 5031-053 山手幹線配水管整備工事 草津市馬場町



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

　　　令和３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3年8月2日 49,693,820 円 令和3年8月2日 ～ 令和4年1月31日

令和4年3月18日 53,317,000 円 令和3年8月2日 ～ 令和4年3月25日

令和3年8月5日 80,110,855 円 令和3年8月5日 ～ 令和4年2月21日

令和4年2月18日 87,068,300 円 令和3年8月5日 ～ 令和4年2月21日

令和3年8月5日 43,540,200 円 令和3年8月5日 ～ 令和4年1月31日

令和4年1月26日 45,169,300 円 令和3年8月5日 ～ 令和4年1月31日

草津市野路町４６７番地の
２４

①道路計画高の見直しにより、下水人孔の調整高を変更するため。
②施工手順の変更により、継ぎ輪が必要となるため。
③塗料メーカーの不適切行為により、配管変更が生じたため。

31 5031-057 追分二丁目配水管更新工事 草津市追分二丁目 水道施設 株式会社山協

29 5031-054 大江霊仙寺線配水管整備他工事 草津市矢橋町他 水道施設 衣川建設株式会社

草津市草津町1458番地1

①協議の結果、試掘箇所を追加する必要が生じたため。
②仮設配水管を変更する必要が生じたため。
③試掘結果により、本設配水管及び本設給水管について、変更する
必要が生じたため。
④不断水ストッパー（φ２００）の施工を１箇所追加する必要が生じた
ため。

30 5031-056 下笠湖岸線配水管更新工事 草津市下笠町 水道施設 株式会社井上工業 草津市芦浦町313番地の1

①資材置場として公共用地を使用したため。
②給水管工の数量を変更するため。
③他の占用物件を伏せ越しする必要が生じたため。廃止管土被りの
相違に伴い土工を変更するため。現道の地盤改良を撤去したため。



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

　　　令和３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3年8月13日 15,510,000 円 令和3年8月13日 ～ 令和4年2月28日

令和4年2月21日 16,448,300 円 令和3年8月13日 ～ 令和4年2月28日

令和3年8月2日 9,798,129円 令和3年8月2日 ～ 令和3年11月5日

令和3年11月4日 10,689,800円 令和3年8月2日 ～ 令和3年11月5日

令和3年8月31日 25,905,000円 令和3年8月31日 ～ 令和4年2月21日

令和4年2月7日 32,191,500円 令和3年8月31日 ～ 令和4年3月7日

令和3年8月30日 6,600,000円 令和3年8月30日 ～ 令和4年2月21日

令和4年2月9日 6,906,900円 令和3年8月30日 ～ 令和4年2月21日

令和3年8月30日 16,940,000 円 令和3年8月30日 ～ 令和4年1月31日

令和4年3月24日 6,833,200 円 令和3年8月30日 ～ 令和4年3月24日

草津市川原町140番地の3

・既設のシーリングファンについて、年数経過による取付部の固着や
プラスチック部品の劣化が見られ、再使用するための撤去ができな
い、もしくは再取付後に羽等の部品が破損し、園児等に危険が及ぶ
可能性が判明し、メーカーからの部品供給の終了により修繕もできな
いことから、【撤去・復旧】から【撤去・新設】へ変更する必要があるた
め。

・天井吊り型空調機を新設する予定であったが、新設空調機のドレン
管と既設ドレン管の高さが合わず、外壁に貫通穴を開けなおす必要
があることが判明し、現状の取付位置では貫通穴を通すことができる
場所がないことから、カセット型空調機へ変更し、併せて配管ルート
も変更したうえで、別の外壁面に貫通穴を通し、ドレン配管をする必
要があるため。

・ 工事中は増築棟の手洗いを利用する予定であったが、園より遊戯
室近辺に仮設の手洗いが欲しいとの要望があったため。

・ハンドドライヤーについて、他の園では設置していないことから、削
除する必要があるため。

・ ダクト用換気扇のみを付ける予定であったが、コンロ使用時に発生
する蒸気や臭気を効率的に排気するために、レンジフードを付ける必
要があるため。

・コンパクト手洗器を設置する予定であったが、園からの要望により、
保健器具の洗浄や消毒をするために大きいマルチシンクに変更する
ため。

・設計時は便所系統の給水管は屋外から直接便所内に配管されて
いるものとしていたが、給水管が建物内の下を通り、便所内に敷設さ
れていることが判明し、建築当初から敷設されている鋼管であること
から、今後改修が必要となる給水管を今回の工事にて改修すること
で、費用や園運営において優位であると判断したため。

33 5031-064 草公下下物町他面整備工事 草津市下物町他 土木 株式会社K-works 草津市川原町299-5
・不明管に係る試掘の追加が生じるため。
・コンクリート破砕・殻処分をする必要が生じるため。

土木 有限会社金子組36 5031-071

草津市新堂町５９番地６

①アリーナ天井照明の配線取替工事の取止め
②地中埋設電線管の取替、それにかかる樹木伐採の追加、仮設配
線の敷設
③電線管路の更新

35 5031-070
松原中学校屋内運動場大規模改造工

事（機械）
草津市下笠町 管 株式会社井上水道工業所

草津市草津町１５１５番地
の６

①消火配管改修に伴う保温追加
②消火配管改修に伴うバルブ追加

草津市青地町1024番地8
設計条件と現場施工条件との差異に伴い、管路更生工等を廃止す
るため。

松田電気株式会社

矢橋町下水道施設更新工事 草津市矢橋町

34 5031-069
松原中学校屋内運動場大規模改造工

事（電気）
草津市下笠町 電気

32 5031-062 常盤こども園既存棟改修工事（機械） 草津市志那中町 管 有限会社ナカガワ



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

　　　令和３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3年9月7日 3,211,263 円 令和3年9月7日 ～ 令和3年12月6日

令和3年11月29日 4,165,700 円 令和3年9月7日 ～ 令和4年1月31日

令和3年9月16日 14,839,000 円 令和3年9月16日 ～ 令和4年2月28日

令和4年2月10日 18,997,000 円 令和3年9月16日 ～ 令和4年2月28日

令和3年9月24日 5,013,272 円 令和3年9月24日 ～ 令和4年2月28日

令和4年2月21日 5,108,400 円 令和3年9月24日 ～ 令和4年2月28日

令和3年9月17日 33,055,000 円 令和3年9月17日 ～ 令和4年2月28日

令和4年2月21日 35,082,300 円 令和3年9月17日 ～ 令和4年3月18日

令和3年9月17日 33,055,000 円 令和3年9月17日 ～ 令和4年2月28日

令和4年3月17日 35,918,300 円 令和3年9月17日 ～ 令和4年3月18日

令和3年9月21日 18,370,000 円 令和3年9月21日 ～ 令和4年1月14日

令和3年12月22日 23,247,400 円 令和3年9月21日 ～ 令和4年3月22日

草津市木川町451番地

①安全性向上の観点から、照明設備2基の設置位置をコート外周
フェンスより外側に移設する。
②公園施設長寿命化対策事業の促進のため、照明設備2基の更新
を追加する。
③②の変更に伴い、資材の調達等に時間を要することから、工期の
延長を行う。
④既存防護マット9基の更新を行う。

草津市青地町714-2

・法線変更に伴う試掘を追加するため。
・施工可能な管路法線へ変更するため。
・管路法線変更に伴う材料搬入に不測の期間を要したとこから、工期
延伸をするため。

42 5031-080
弾正公園テニスコート照明設備
改修工事

草津市下笠町 電気 西本電気工事株式会社

中庄司１号橋他補修工事 草津市矢橋町他 橋梁上部 株式会社加藤建設工業

37 5031-073 西大路町下水道管更新工事 草津市西大路町 土木 株式会社ケイエス

草津市青地町８７５番地の
９

①設計照査の結果、当初設計を変更する必要が生じたため。
②断面修復工等を追加したため。

38 5031-075

草津市川原町299‐5 仮排水設備を追加する必要が生じたため。

40 5031-079
北大萱・穴村地区農集排処理施設設備

撤去他工事
草津市穴村町 土木 株式会社早瀬水道

39 5031-076 市内河川改修工事 草津市山寺町他 土木 株式会社K-works

草津市草津町２０１２番地

①管理棟内の老朽化が著しい建具の補修工事の追加
②設備撤去箇所のモルタル補修および開口閉塞の追加
③新設する擁壁の位置変更に伴う設計数量の変更
④場内北側通路の修繕の追加
⑤擁壁の位置を変更することに伴い、変更計画の検討および地元へ
の説明に時間を要したことによる工期の延長

41 5031-079
北大萱・穴村地区農集排処理施設設備

撤去他工事
草津市穴村町 土木 株式会社早瀬水道 草津市草津町２０１２番地

①既設階段および機械基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去数量の変更
②水替工の追加
③処理場出入口付近の舗装復旧の追加



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

　　　令和３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3年10月11日 101,404,754 円 令和3年10月11日 ～ 令和4年2月28日

令和4年2月21日 105,724,300 円 令和3年10月11日 ～ 令和4年3月25日

令和3年10月11日 101,404,754 円 令和3年10月11日 ～ 令和4年2月28日

令和4年3月8日 107,105,900 円 令和3年10月11日 ～ 令和4年3月25日

令和3年9月29日 24,200,000 円 令和3年9月29日 ～ 令和4年2月22日

令和4年2月14日 24,472,800 円 令和3年9月29日 ～ 令和4年2月22日

令和3年10月8日 19,492,660 円 令和3年10月8日 ～ 令和4年3月15日

令和3年3月10日 20,042,000 円 令和3年10月8日 ～ 令和4年3月15日

令和3年10月15日 2,988,821 円 令和3年10月15日 ～ 令和4年1月21日

令和4年1月13日 3,064,600 円 令和3年10月15日 ～ 令和4年1月21日

令和3年10月21日 67,125,542 円 令和3年10月21日 ～ 令和4年3月15日

令和4年3月8日 66,216,700 円 令和3年10月21日 ～ 令和4年3月15日

令和3年10月7日 3,034,812 円 令和3年10月7日 ～ 令和4年1月28日

令和4年1月21日 3,483,700 円 令和3年10月7日 ～ 令和4年1月28日

草津市木川町870番地の
14

本工事対象範囲に隣接した箇所で舗装の劣化が進行していることが
判明し、舗装面積等の追加が必要となったため。

47 5031-094
草津市第二学校給食センター舗装本復

旧工事
草津市川原町他 舗装 夘田建設株式会社

45 5031-089
県道草津守山線他下水道総合地震対

策工事
草津市新浜町他 土木 有限会社金子組

49 5031-096 草津川跡地擁壁他補修工事 草津市大路一丁目他 土木 株式会社　ケイエス

草津市青地町1024-8番地
①関係機関との協議による昼夜間施工の変更
②今後の維持管理上の観点より一部足掛金物等の位置を変更した
ため。

草津市青地町714-2

・現地確認の結果、周辺よりも地盤が緩い箇所があるたことが判明
し、土留柵の高さを上げ、土工を追加する必要が生じたもの。
・設計照査・現地測量の結果、法面維持補修に必要な工種を追加お
よび工種の数量を変更する必要が生じたもの。

草津市矢橋町638-2
①施工合理化調査及び諸経費動向調査の実施が必要となったた
め。
②施工延長増加により事業進捗を図るため。

44 5031-085 草公下南第三処理分区汚水整備工事 草津市南草津三丁目他 土木 株式会社岸本工業 草津市矢橋町638-2 管理者協議に伴う舗装の追加のため。

43 5031-085 草公下南第三処理分区汚水整備工事 草津市南草津三丁目他 土木 株式会社岸本工業

草津市木川町８７０番地の
１４

①掘削作業を行ったところ、設計図書と現場の状況に差異がみられたことか
ら、施工延長の減少の必要が生じたため。
②撤去管に巻コンがなされていることが判明し、取壊しの必要が生じたため。
③埋設物の位置確認のため、試掘工を追加する必要が生じたため。
④施工合理化調査及び諸経費動向調査の実施が必要となったため。

48 5031-095 矢橋２－１号雨水整備工事 草津市矢橋町 土木 株式会社アヤシロ
草津市山田町２０５番地の
１

①地元調整の結果、倉庫の撤去工を追加したため。
②仮設道路工の工法を変更したため。
③地元調整の結果、オープン掘削で施工可能となったことから、土留
工法を変更したため。
④地質調査の結果、構造物の地盤改良工を変更したため。
⑤地質調査の結果、埋戻土改良を追加したため。

46 5031-093 新草津川左岸4-1号雨水整備工事 草津市追分五丁目他 土木 夘田建設株式会社



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

　　　令和３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3年10月14日 11,932,800 円 令和3年10月14日 ～ 令和4年2月28日

令和4年2月21日 11,998,800 円 令和3年10月14日 ～ 令和4年2月28日

令和3年10月20日 6,047,800 円 令和3年10月20日 ～ 令和4年1月31日

令和3年10月20日 6,080,800 円 令和3年10月20日 ～ 令和4年1月31日

令和3年10月14日 2,544,267 円 令和3年10月14日 ～ 令和4年1月25日

令和4年1月18日 2,735,700 円 令和3年10月14日 ～ 令和4年1月25日

令和3年11月17日 21,064,076 円 令和3年11月17日 ～ 令和4年2月28日

令和4年2月21日 21,131,000 円 令和3年11月17日 ～ 令和4年2月28日

令和3年11月2日 21,989,000 円 令和3年11月2日 ～ 令和4年1月28日

令和4年1月28日 23,862,300 円 令和3年11月2日 ～ 令和4年2月10日

令和3年11月2日 5,270,980円 令和3年11月2日 ～ 令和4年2月7日

令和3年1月25日 5,440,600円 令和3年11月2日 ～ 令和4年2月7日

令和3年11月22日 9,826,740 円 令和3年11月22日 ～ 令和4年2月28日

令和4年2月16日 10,797,600 円 令和3年11月22日 ～ 令和4年3月15日

令和3年11月17日 14,624,709 円 令和3年11月17日 ～ 令和4年3月15日

令和4年2月2日 19,003,600 円 令和3年11月17日 ～ 令和4年3月29日

令和3年11月25日 32,848,959 円 令和3年11月25日 ～ 令和4年2月28日

令和4年2月21日 32,819,600 円 令和3年11月25日 ～ 令和4年2月28日

市営住宅空家修繕（玄甫団地１０３号・
芦浦団地２０３号室）

草津市東矢倉三丁目他 建築 丸正建設

草津市木川町３７２番地

・物置設置位置変更に伴う土間コンクリート斫り、新設
・内装工事の一部取り止め
・畳の撤去及び新設
・境界ブロック配置変更に伴う施工方法の変更
・陸屋根部分漏水に伴う防水処理および天井の貼替、壁下地撤去新
設
・雨水桝の分離に伴う撤去新設
・入居者調整に伴う工事中断による遅れ

草津市川原町140番地の3 消防署からの指導により感知器の増設が必要となったため。

57 5031-113 志那中下物線道路整備工事 草津市志那中町 土木 ㈱新興 草津市矢橋町228番地1
隣接箇所で稼働中の工事との工程調整により、施工区間の延伸が
可能となったため。

51 5031-101
北山田浄水場脱水機棟空調改修他工

事
草津市北山田町 管 (有)　ナカガワ

草津市木川町３７２番地
現地調査時に、玄甫団地103号室の就寝室１、就寝室２、便所の床
下と便所の壁下地の劣化が懸念された為、下地調査を行ったとこ
ろ、補強が必要となったため。

55 5031-111

土木 有限会社グローリー

54 5031-110

草津市笠山五丁目3番65-
605号

土質試験の結果、地盤改良の必要が生じたため。56 5031-112

草津市川原町299‐5

①設計照査の結果、側溝工を追加する必要が生じため。
②路床のCBR値を測定することにより、舗装構成が適切か確認する
必要が生じたため。
③設計照査の結果、路盤工を追加する必要が生じたため。
④掘削時、地中内に擁壁が埋まっており、撤去および処分する必要
が生じたため。

改良住宅分離適合工事（その3） 草津市木川町 建築 丸正建設

53 5031-109 西矢倉三丁目舗装本復旧合併工事 草津市西矢倉三丁目 舗装 株式会社エクラホームサービス

52 5031-106 南笠西９１号線道路整備工事 草津市南笠町 土木 株式会社K-works

草津市矢橋町６６３番地１
４

消火栓ボックス高さの調査の結果、現況高から-5cmの調整が必要と
なったため。

50 5031-099 迫田1号橋補修工事 草津市下物町 橋梁上部 株式会社アズマ
大津市伊香立向在地町24
番地

設計照査の結果、ひび割れ補修箇所および舗装打換えの舗装厚に
ついて、当初設計を変更する必要が生じたため。

駒井沢３号線道路整備工事 草津市駒井沢町

58 5031-114
下物下笠山田線他舗装本復旧合併工

事
草津市志那町他 舗装 衣川建設株式会社

草津市野路町467番地の
24

資材置場等として公共用地を使用したため。



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

　　　令和３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3年11月18日 3,033,415 円 令和3年11月18日 ～ 令和4年2月28日

令和4年2月21日 3,196,600 円 令和3年11月18日 ～ 令和4年2月28日

令和3年11月24日 11,640,684 円 令和3年11月24日 ～ 令和4年2月28日

令和4年2月21日 12,119,800 円 令和3年11月24日 ～ 令和4年2月28日

令和3年11月26日 29,865,000 円 令和3年11月26日 ～ 令和4年3月28日

令和4年3月28日 38,006,100 円 令和3年11月26日 ～ 令和4年9月30日

令和3年11月26日 11,822,800 円 令和3年11月26日 ～ 令和4年2月28日

令和4年2月21日 11,898,700 円 令和3年11月26日 ～ 令和4年2月28日

令和3年12月16日 15,332,042 円 令和3年12月16日 ～ 令和4年3月15日

令和4年3月7日 15,600,200 円 令和3年12月16日 ～ 令和4年3月15日

令和3年12月10日 4,760,943 円 令和3年12月10日 ～ 令和4年3月25日

令和4年3月18日 5,183,200 円 令和3年12月10日 ～ 令和4年3月25日

令和3年12月15日 3,239,500 円 令和3年12月15日 ～ 令和4年2月21日

令和4年2月21日 3,782,900 円 令和3年12月15日 ～ 令和4年2月21日

令和3年12月17日 44,079,893 円 令和3年12月17日 ～ 令和4年3月18日

令和4年2月28日 48,603,500円 令和3年12月17日 ～ 令和4年3月25日

令和3年12月17 4,638,700 円 令和3年12月17日 ～ 令和4年2月25日

令和4年2月21日 4,648,600 円 令和3年12月17日 ～ 令和4年2月25日

草津市青地町８７５番地の
９

設計照査の結果、コンクリート削孔の追加等、設計変更の必要が生
じたため。

草津市笠山五丁目3番65-
605号

①事前調査の結果、モルタル充填工法変更が必要となったため。
②関係機関との協議の結果、人孔撤去を全撤去から斜壁までとした
ため。

65 5031-130 ロクハ荘下水道管モルタル注入等工事 草津市青地町他 土木 有限会社グローリー

橋梁上部 株式会社加藤建設工業

舗装 株式会社システムガイア

62 5031-121 久邇宮橋補修工事 草津市山寺町

66 5031-132 下物下笠山田線舗装改良工事 草津市下物町他 舗装 三国工業株式会社

61 5031-120 平井第１橋補修工事 草津市平井四丁目他 橋梁上部 ジェイテック株式会社

59 5031-116 青地大定木児童遊園他再整備工事 草津市青地町他 造園 株式会社サザンレイクス

水道施設 コテラ設備株式会社

草津市笠山二丁目1番9号
当初施工範囲の近接箇所において、舗装の劣化が著しい箇所があ
り、補修範囲を追加する必要が生じたため。

草津市東草津三丁目10番
35-1

①側溝の設置延長を変更するため。
②車止めを撤去・設置するため。
③樹木の伐採・伐根を追加するため。
④掘削の結果により、基礎の構造を変更するため。

63 5031-125 上笠南45号線舗装修繕他合併工事 草津市上笠四丁目 舗装 深尾建設株式会社 草津市木川町396番地の1
受注者による事前測量の結果、マンホール調整工高さの変更および
アンカー施工、レンガ殻処分工を追加する必要が生じたため。

64 5031-128 野村西公園他再整備工事 草津市野村六丁目他 造園 ㈱山田園芸 草津市下笠町１７４番

①地元要望により、高木伐採・伐根の数量が減となり、安全マット、
高木剪定、表面処理の数量が増となったため。
②地元要望により、伐根の数量が増となったため。
③設計照査により、木材処理の数量が増となったため。
④関係者との調整の結果、コンクリートによる復旧が不要になったた
め。
⑤設計照査の結果、支柱の撤去および高木伐採・伐根、木材処理の
数量が増となったため。

草津市木川町372番地の1
試掘調査の結果、配水管法線、給水管接続を変更する必要が生じた
ため。

67 5031-133 草津二丁目配水管更新工事 草津市草津二丁目

草津市南笠東三丁目20番
44号

既設舗装厚が当初想定と異なることからアスファルト殻処分等を変
更するため。

大津市木下町１７－１２
芙蓉ビル３Ｆ

①設計照査の結果、既設支承の現場塗装（防錆）を行うのではなく、
支承取替を行う必要が生じたこと、また、現地塗装工における安全設
備を追加する必要が生じたことから、設計変更の必要が生じたため。
②支承取替への変更に伴い支承の製作が必要となり、不測の期間
を要したため。
③排水施設工を追加したため。

60 5031-117 片岡町他舗装本復旧合併工事 草津市片岡町他



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

　　　令和３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3年12月21日 3,228,500 円 令和3年12月21日 ～ 令和4年2月28日

令和4年2月21日 3,699,300 円 令和3年12月21日 ～ 令和4年3月18日

草津市東草津三丁目１０
番３５－１号

①遊具と表層との擦り付けが不要となったため。
②伐根を追加したため。
③舗装の撤去・復旧を追加したため。
④設計照査の結果、車止めの撤去・設置、張りコンクリートの撤去・
復旧、土留板の設置、下水マンホール蓋の高さ調整が必要となった
ため。
⑤伐採、伐根が追加となり、工期の延伸が必要となったため。

68 5031-134 西矢倉辻海道児童遊園他再整備工事 草津市西矢倉三丁目他 造園 株式会社サザンレイクス


