
参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 19

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

事業番号

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
事業名称

全体事業費 556,000（千円）

(8)市街地整備事業予定地区の盛土環境整備事業

移転先団地プレロード事業

  防災集団移転促進事業の移転先の盛土環境整備に関し、軟弱地盤の圧密促進を図るためのプレロード工事を
実施する。 
 
【工事費】  
 ・プレロード工事  ５地区  ５５６，０００千円 
 地区内訳 
  ①田子西隣接地区 プレロード工事  面積 A＝63,500㎡  工事費 C＝234,000千円 
                                           
  ②上岡田地区    プレロード工事  面積 A＝32,000㎡  工事費 C＝128,000千円 
                                  
  ③南福室地区    プレロード工事  面積 A＝11,100㎡    工事費 C＝42,000千円 

                                  

  ④七郷地区       プレロード工事  面積 A＝15,100㎡  工事費 C＝  64,000千円 

                                                                         

  ⑤六郷地区       プレロード工事  面積 A＝20,600㎡  工事費 C＝  88,000千円 

                                                                         



参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 19

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

全体事業費 234,000（千円）

(8)市街地整備事業予定地区の盛土環境整備事業

移転先団地プレロード事業（①田子西隣接地区）

事業番号

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
事業名称

 防災集団移転促進事業の移転先となる田子西隣接地区の盛土環境整備に関し、軟弱地盤の圧密促進を図るためのプ
レロード工事を実施する。 
 
 工事費（事業費） 
 ・プレロード工事 ： 234,000千円 

位置図 

施工箇所 

田子西隣接団地 
Ａ＝９.８ha 

■工事概要 
・プレロード盛土 A=63,500㎡ 
              

    ：事業区域 

    ：施工箇所 

変更理由 変更額 工事スケジュール

(1)契約差額（約33,000千円減）
(2)労務・資材単価の上昇によるスライド変
   更（約13,000千円増）
(3)他工事流用土の減少による購入土量の増
   加（約28,000千円増）
(4)プレロード盛土取り除き（当初未計上）
   の追加（約12,000千円増）

20,000,000
平成25年11月：着手
平成26年10月：完了予定



参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 19

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

全体事業費 128,000（千円）

(8)市街地整備事業予定地区の盛土環境整備事業

移転先団地プレロード事業（②上岡田地区）

事業番号

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
事業名称

上岡田団地 
Ａ＝4.3ｈａ 仙台東部自動車道 

Ｎ 

施工位置 

施工箇所 

位置図 

  防災集団移転促進事業の移転先となる上岡田地区の盛土環境整備に関し、軟弱地盤の圧密促進を図るた
めのプレロード工事を実施する。 
 
 工事費（事業費） 
 ・プレロード工事 ： 128,000千円 

■工事概要 

・プレロード盛土  A=32,000㎡ 

                      

    ：事業区域 

    ：施工箇所 

変更理由 変更額 工事スケジュール

(1)労務・資材単価の上昇によるスライド変
   更（約13,000千円増）
(2)他地区のプレロード工で撤去した購入土
   盛土の流用による減額
   （約11,000千円減）

2,000,000
平成26年 2月：着手
平成26年10月：完了予定



参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 19

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

全体事業費 42,000（千円）

(8)市街地整備事業予定地区の盛土環境整備事業

移転先団地プレロード事業（③南福室地区）

事業番号

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
事業名称

 防災集団移転促進事業の移転先となる南福室地区の盛土環境整備に関し、軟弱地盤の圧密促進を図るた
めのプレロード工事を実施する。 
 
 工事費（事業費） 
 ・プレロード工事  ：   42,000千円 

南福室団地 
Ａ＝２.１ｈａ 

Ｎ 
位置図 

施工箇所 

■工事概要 

・プレロード盛土  A=11,100㎡               

 

    ：事業区域 
    ：施工箇所 

変更理由 変更額 工事スケジュール

(1)労務・資材単価の上昇によるスライド変
   更（約4,000千円増）
(2)プレロード盛土取り除き運搬（当初未計
   上）の追加（約2,000千円増）

6,000,000
平成26年1月：着手
平成26年7月：完了予定



参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 19

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

全体事業費 64,000（千円）

(8)市街地整備事業予定地区の盛土環境整備事業

移転先団地プレロード事業（④七郷地区）

事業番号

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
事業名称

  
 防災集団移転促進事業の移転先となる七郷地区の盛土環境整備に関し、軟弱地盤の圧密促進を図るためのプレロード
工事を実施する。 
 
 工事費 （事業費）  
 ・プレロード工事 ： 64,000千円 

 七郷団地      
Ａ＝２．２ｈａ 

施工箇所 

位置図 

■工事概要 
・プレロード盛土 A=15,100㎡ 
             

    ：事業区域 
    ：施工箇所 

変更理由 変更額 工事スケジュール

(1)労務・資材単価の上昇によるスライド変
   更（約7,000千円増）
(2)他地区のプレロード工で撤去した購入土
   盛土の流用による減額
  （約5,000千円減）

2,000,000
平成26年 6月：着手
平成26年11月：完了予定



参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 19

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

全体事業費 88,000（千円）

(8)市街地整備事業予定地区の盛土環境整備事業

移転先団地プレロード事業（⑤六郷地区）

事業番号

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
事業名称

 

 

● 

位 置 図 

施工箇所 
↓ 

 防災集団移転促進事業の移転先となる六郷地区の盛土環境整備に関し、軟弱地盤の圧密促進を図るため
のプレロード工事を実施する。 
 
 工事費（事業費） 

 

 

 

■工事概要 

・ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ盛土 A=20,600㎡ 

                  

六郷団地 

    ：事業区域 

    ：施工箇所 

変更理由 変更額 工事スケジュール

(1)労務・資材単価の上昇によるスライド変
   更（約9,400千円増）
(2)公園計画地等のプレロード工の減工
 　（約9,400千円減）

0
平成25年12月：着手
平成26年10月：完了予定



参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 20

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

事業番号

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
事業名称

全体事業費 514,000（千円）

(11)飲用水供給施設・排水施設整備事業

移転先団地上下水道施設整備事業

 仙台市東部沿岸地域における防災集団移転促進事業の移転先地の団地整備に伴い、開発区域外の上下水道施設
の整備を実施する。 
  
 
【工事費】  
 ・上下水道施設整備  ５地区 514,000千円 
 地区内訳 
  ①田子西隣接地区 上水道施設・下水道施設工事   

                汚水排水 L=7ｍ 上水道 L=274ｍ 排水施設整備 L=650ｍ  工事費 C＝17,000千円 

               ゲートポンプ設置 
                計画排水量 Q=6.0ｍ3/sec   工事費 C＝323,000千円 
                                                            

  ②上岡田地区    上水道施設・下水道施設工事   

                汚水排水 L=480m 上水道 L=250ｍ  工事費 C＝81,000千円 

                                                                                                    

  ③南福室地区    上水道施設・下水道施設工事   
                汚水排水 L=100ｍ 上水道 L=250ｍ  工事費 C＝30,000千円 
  ④六郷地区     上水道施設・下水道施設工事   

                汚水排水 L=219ｍ 上水道 L=251ｍ  工事費 C＝52,000千円 
  ⑤石場地区     上水道施設・下水道施設工事   
                汚水排水 L=101ｍ 上水道 L=30ｍ  工事費 C＝11,000千円 
                                      



参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 20

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

事業番号

要綱上の
事業名称

(11)飲用水供給施設・排水施設整備事業

全体事業費 323,000（千円）

細要素事業名 移転先団地上下水道施設整備事業（①田子西隣接地区）

田子西土地 

区画整理地区 

調整池 

 梅田川 
Ｐ 

水車堀排水路（既設） 

調整池 

田子西隣接地区 

A=9.8ha 

                ：事業区

 集団移転先として整備する田子西隣接団地整備に伴い排水施設整備するもの。 
 
 工事費（事業費） 
  ・ゲートポンプ設置 ： 323,000 千円（集団移転先の計画排水量分） 

ゲートポンプ設置（新設） 

 計画排水量Ｑ=6.0ｍ3/sec 

 
※計画排水量（ポンプ能力）6.0ｍ3/secのう
ち，田子西隣接地区からの雨水流出量1.5ｍ
3/sec 相当分の工事費が対象 

変更理由 変更額 工事スケジュール

(1)ゲートポンプの設置工事において，施設
　 の連続運転機能の確保と維持管理におけ
   る安全性を考慮し，「簡易スクリーン」
   から「自動除塵機」へ変更
   （約14,000千円増）
(2)ゲートポンプの設置工事において，故障
   等における迅速な対応の必要性から，
　 「非常通報装置」から「遠方監視制御設
   備」へ変更（約40,000千円増）
(3)ゲートポンプの設置工事において，維持
   管理用通路の整備費用，電気設備の基礎
   工事費用を計上（約56,000千円増）
(4)ゲートポンプの設置工事による樋管の整
   備に伴い，既設樋管の取り壊し，樋管撤
   去に伴う堤防代替施設の整備費用を計上
 　（約26,000千円増）
※ゲートポンプ設置工事費のうち，当地区
  の計画排水量相当を計上。

136,000,000
平成26年3月：着手
平成27年3月：完了予定



参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 21

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

全体事業費 324,000（千円）

(25)市街地復興関連小規模施設整備事業

道路改良等事業

事業番号

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
事業名称

  防災集団移転促進事業に伴い必要となる隣接地域における接続道路・水路等を整備するため、当該工事を実施
するもの。 
 
【事業費】  
 ・道路改良等工事等  ６地区 324,000千円 
 地区内訳 
  ①田子西隣接地区 工事費 ： 29,000千円 
  ②上岡田地区    工事費 ： 86,000千円 

  ③南福室地区    工事費 ： 79,000千円 

  ④七郷地区       工事費 ： 80,000千円 
  ⑤六郷地区       工事費 ： 34,000千円 
    ⑥石場地区      工事費 ： 16,000千円 

 



参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 21

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

全体事業費 29,000（千円）

(25)市街地復興関連小規模施設整備事業

道路改良等事業（①田子西隣接地区）

事業番号

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
事業名称

位置図 

施工箇所 

田子西隣接団地 
Ａ＝９.８ha 

 

■工事概要 
・接続道路 L=40m 
・道路改良 L=210m 
・歩道改修 L=52m 
 
※②及び③接続道路は隣接
地で行われている土地区画整
理事業（震災前から実施され
ている事業。青線で囲った箇
所が事業区域）で整備済の道
路に接続するもの。 
 

①道路拡幅 L=210m(W=4～6m) 

②接続道路 L=8m(W=6m) 

③接続道路 L=11m(W=9.5m) 

④接続道路（自歩専道） 
  L=21m(W=5.5m) 団地区域 

⑤歩道改修  L=29m 
  区画線 一式 

⑥歩道改修  L=23m 
  区画線 一式 

変更理由 変更額 工事スケジュール

(1)開発許可に伴う道路管理者等との継続協
   議により，接続道路の改良延長の増加及
   び付属施設（ポストコーン等）等の増工
   （約6,800千円増）
(2)移転先団地の地区内外を結ぶ横断歩道の
   計画に伴い，既存歩道の切り下げ工事を
   増工（約600千円増）
(3)労務・資材単価の上昇によるスライド変
   更（約600千円増）

8,000,000
平成26年9月：着手予定
平成27年2月：完了予定

 防災集団移転促進事業の移転先となる田子西隣接地区の整備に伴い必要となる隣接地域における接続道

路を整備するため、当該工事を実施するもの。 
 工事費（事業費） 
  ・道路改良等工事 ： 26,000千円 



参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 21

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

事業番号

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
事業名称

全体事業費 86,000（千円）

(25)市街地復興関連小規模施設整備事業

道路改良等事業（②上岡田地区）

上岡田団地 

Ａ＝4.3ｈａ 
 

仙台東部自動車道 

Ｎ 

施工箇所 

位置図 

L=110ｍ （W=7m） 

L=200ｍ （W=9m） 

■工事概要 
道路改良 L=940m 

L=40ｍ （W=9m） 

L=130ｍ （W=10m） 

施工位置 用地取得箇所 

団地区域 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ L=260ｍ （W=6.7m） 

L=100ｍ （W=5.9m） 

L=100ｍ （W=6m） 

⑦ 

変更理由 変更額 工事スケジュール

(1)開発許可に伴う道路管理者との継続協議
   により，移転先団地と幹線道路のアクセ
   ス道路整備を増工（約31,000千円増）
(2)労務・資材単価の上昇によるスライド変
   更（約5,000千円増）

36,000,000
平成26年11月：着手予定
平成27年 2月：完了予定

 防災集団移転促進事業の移転先となる上岡田地区の整備に伴い必要となる隣接地域における接続道路

を整備するため、当該工事を実施するもの。 

  工事費（事業費） 

  ・道路改良工事 ： 80,500千円 

   ・用地取得費（道路隅切り部） ： 500千円 



参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 21

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

事業番号

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
事業名称

全体事業費 79,000（千円）

(25)市街地復興関連小規模施設整備事業

道路改良等事業（③南福室地区）

■工事概要 
道路改良 L= 815m 

南福室団地 

Ａ＝２.１ｈａ 
 

Ｎ 

L=100ｍ （W=6m） 

L=60ｍ （W=7m） 

L=60ｍ （W=7m） 

用地取得箇所 

団地区域 

L=100ｍ 

 （W=6m） 

① 

② 

① 

③ 
④ 

施工箇所 

位置図 

⑤ 
L=170ｍ （W=6m） 

L=325ｍ 

 （W=9m） 

変更理由 変更額 工事スケジュール

(1)開発許可に伴う道路管理者との継続協議
   により，移転先団地と幹線道路のアクセ
   ス道路整備を増工（約16,000千円増）
(2)労務・資材単価の上昇によるスライド変
   更（約1,000千円増）

17,000,000

平成26年1月：①～④着手
平成27年3月：①～④完了予定
平成27年4月：⑤着手予定
平成28年3月：⑤完了予定

 防災集団移転促進事業の移転先となる南福室地区の整

備に伴い必要となる隣接地域における接続道路を整備す

るため、当該工事を実施するもの。 
 

  工事費（事業費） 

  ・道路改良工事 ： 76,700千円 

   ・用地取得費（道路隅切り部） ： 800千円  



参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 21

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

事業番号

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
事業名称

全体事業費 80,000（千円）

（25）市街地復興関連小規模施設整備事業

道路改良等事業（④七郷地区）

施工箇所 

位置図 

■工事概要 
道路改良 L=763m 
水路整備 
 付替水路  L=119m 

 ﾎﾟﾝﾌﾟ（井戸）移設 N=1基 

①道路改良 L=243m，W=3.8m（車道） 

七郷団地      
Ａ＝２．２ｈａ 

 団地区域 

④付替水路 L=119m

③
道

路
改

良
 L

=
2
5
2
m

，
W

=
4
.2

m
（
車

道
）
 

            

⑤道路改良 L=52m，W=3.5m（歩道） 

⑥ポンプ（井戸）移設 N=1基 

 

 防災集団移転促進事業の移転先となる七郷地区の団地造成に伴い隣接地域との接続道路及び水路を整備
するための工事を実施するもの。 

 工事費 （事業費） 
  ・道路改良工事 ： 34,000千円 
  ・水路整備（付替水路，ポンプ（井戸）移設）： 39,000千円 
  ・既設工作物支障移転 ： 7,000千円（補償費） 

延伸箇所 

延伸箇所 

変更理由 変更額 工事スケジュール

(1)開発許可に伴う道路管理者との継続協議により，歩道の連続性確保が必要とな
   り歩道整備を増工（約9,600千円増）
(2)水路整備において，当初，ポンプ（井戸）をマンホール構造に改良し，
   新設歩道内となる既設位置への残置を計画していたが，開発許可に伴う道路管
   理者との継続協議により，歩道内の残置が認められなかったため移設工事を増
   工（約17,400千円増）
(3)水路整備において，当初付替水路の管理者が定まらず協議を進められなかった
   ため，構造をヒューム管で計画していたが，その後決定した施設管理者と流量
   及び土被り条件等を協議した結果，ボックスカルバートに変更
    (約10,300千円増）
(4)開発許可に伴う道路管理者との継続協議により，安全上の観点から，開発区域
   外周の既存道路への街路灯及び道路照明灯の設置を追加（約4,500千円増）
(5)労務・資材単価の上昇によるスライド変更（約2,200千円増）

44,000,000
平成26年2月：着手
平成27年1月：完了予定

   道路照明灯 
   街路灯 



参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 21

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

事業番号

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
事業名称

全体事業費 34,000（千円）

（25）市街地復興関連小規模施設整備事業

道路改良等事業（⑤六郷地区）

 

 

● 

位置図 

施工箇所 
↓ 

 防災集団移転促進事業の移転先となる六郷地区の団地造成に伴い隣接地域との接続道路及び水路を整備
するための工事を実施するもの。 

 工事費（事業費） 
  ・道路整備工事      ：   500千円 
  ・水路整備（付替水路） ： 32,500千円 
  ・既設工作物支障移転 ：   1,000千円 （補償費） 

 

 

 

六郷団地 
Ａ＝３.５ｈａ 

 

■工事概要 
・接続道路 L=6m 
・付替水路 L=278m 
   <内訳> 
   自由勾配側溝 L=251m 
   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄBOX L=15m 
     管渠  L=12m 
   ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ N=2箇所 
      舗装撤去復旧（B舗装） 

②付替水路 
  L=6m(自由勾配側溝) ①接続道路(自歩専道) 

 L=6ｍ，W=4ｍ 

②付替水路 
 L=245m 
(自由勾配側溝) 

 

団地区域 

②付替水路 
 L=6m(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄBOX) 

②付替水路 
  L=12m (管渠)  

②付替水路 
 放流口ｹﾞｰﾄ工 
 ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ：N=2箇所  

②付替水路 
 L=9m（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄBOX） 

変更理由 変更額 工事スケジュール

(1)水路整備において，当初付替水路の管理者が定まらず協議を
　 進められなかったため，開発区域内の排水は既存排水施設を
   利用して処理する計画としていたが，その後決定した施設管
   理者との協議による排水のルート及び流末位置の変更に伴い
   増額（約17,000千円増）
(2)労務・資材単価の上昇によるスライド変更（約2,000千円増）

19,000,000
平成26年3月：着手
平成27年1月：完了予定



参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 23 - 2 - 21

※ この様式は、原則として、参考様式第３０及び参考様式第３３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

事業番号

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

細要素事業名

要綱上の
事業名称

全体事業費 16,000（千円）

（25）市街地復興関連小規模施設整備事業

道路改良等事業（⑥石場地区）

 防災集団移転促進事業の移転先となる石場地区の団地造成に伴い隣接地域との接続道路及び水路を整備
するための工事を実施するもの。 
  工事費 （事業費） 
  ・道路改良工事 ： 10,000千円 
  ・水路整備（付替水路 ）： 2,600千円 
  ・排水路工事： 1,400千円 
  ・排水構造物工事： 500千円 

位置図 

施工箇所 

■工事概要 
・道路改良 L=149m 
・排水構造物 L=5m 
・付替水路 L=20m 
・排水路 L=67m 

石場団地 
Ａ＝0.9ｈａ 

 

Ｎ①道路改良 L=149m (W=5.4m)  

団地区域 

②
付

替
水

路
 

②付替水路 L=15m 

変更理由 変更額 工事スケジュール

(1)契約差額（約800千円減額）
(2)雨水の排水先となる水路について，施設管理者との協議により，排水の滞留防止のため底板のない既設柵渠に
   コンクリート底板を打設するよう排水条件を示されたが，地下水の影響より施工が困難なことから，二次製品の設置を
   増工（排水フリューム(600×600)L=67m）（約1,400千円増）
(3)付替水路の一部について，当初はオープン掘削での施工を予定したが，地下水の影響が当初の想定を上回ったた
   め，簡易土留を追加（約1,300千円増）
(4)道路改良工事において，官民境界に側溝の設置を予定しており，道路が民地より高くなるため，民地の土地所有者との
   協議より擁壁等の施工を追加（約1,100千円増）
(5)道路改良工事において，側溝の整備費を当初基幹事業に計上していたが事業区域外であるため効果促進事業に再計上
  （約5,000千円増）

8,000,000
平成25年9月：着手
平成26年7月：完了予定

③
排

水
構

造
物

 


