
変更契約の内容（第3四半期 平成27年10月～12月 変更契約締結分）
案件番号 業務区分名 業種名 工事名(路線等の名称) 工事場所 概要 当初工期 変更後工期 契約日 企業名 変更前契約金額 変更後契約金額 変更理由

261 建設工事 管工事業
三好中学校普通教室空
調機設置（機械）工事

みよし市三好町地内

空調機設置 普通教室 18室
室内機：天井吊形 18台
室外機：ガスヒートポンプ式エアコン室外機 6基
上記に伴う機械設備工事一式
【変更概要】
ドレンアップポンプ追加、教室内露出配管を隠ぺい配管へ変更
１年多目的室・２年多目的室へ空調機を追加

平成27年 4月27日 ～
平成27年10月16日

平成27年 4月27日 ～
平成27年10月16日

平成27年10月5日 株式会社三文 47,520,000 53,765,640

当初、ドレン配管を露出配管として設計していたが、意匠性を考慮し天井
内の隠ぺい配管とするため。
工事着手後に、来年度クラス増により１年多目的室・２年多目的室を普通
教室として使用することが分かり、本工事にて施工することで経費削減及
び学校への工事の影響を少なくすることが可能なため。

262 建設工事 電気工事業
三好中学校普通教室空
調機設置（電気）工事

みよし市三好町地内

空調機設置 普通教室 18室
室内機：天井吊形 18台
室外機：ガスヒートポンプ式エアコン室外機 6基
屋外型キュービクル改修 空調機開閉器盤設置
上記に伴う電気設備工事一式
【変更概要】
メタルモールからPF管へ変更
1年多目的室・2年多目的室に空調機設置に伴う電灯配線を追
加

平成27年 4月27日 ～
平成27年10月16日

平成27年 4月27日 ～
平成27年10月16日

平成27年10月5日 石黒電気工事有限会社 12,744,000 13,017,240

当初、露出配線として設計していたが、意匠性を考慮し天井内隠ぺい配
線とするため。
工事着手後に、来年度クラス増により1年多目的室・2年多目的室を普通
教室として使用することが分かり、本工事にて施工することで経費削減及
び学校への工事の影響を少なくすることが可能なため。

263 建設工事 管工事業
北中学校普通教室空調
機設置（機械）工事

みよし市三好丘桜地内

空調機設置 普通教室 21室
室内機：天井吊形 21台
室外機：ガスヒートポンプ式エアコン室外機 7基
上記に伴う機械設備工事一式
【変更概要】
ドレンアップポンプ追加、教室内露出配管へ変更
多目的室へ空調機の設置を追加

平成27年 4月27日 ～
平成27年10月16日

平成27年 4月27日 ～
平成27年10月16日

平成27年10月5日 株式会社増岡水道設備 55,836,000 57,643,920

当初、ドレン配管を露出配管として設計していたが、意匠性を考慮し天井
内の隠ぺい配管とするため。
工事着手後に、来年度クラス増により多目的室を普通教室として使用する
事が分かり、本工事にて施工することで経費削減及び学校への工事の影
響を少なくすることが可能なため。

264 建設工事 電気工事業
北中学校普通教室空調
機設置（電気）工事

みよし市三好丘桜地内

空調機設置 普通教室 21室
室内機：天井吊形 21台
室外機：ガスヒートポンプ式エアコン室外機 7基
屋外型キュービクル改修 空調機開閉器盤設置
上記に伴う電気設備工事一式
【変更概要】
メタルモールからPF管へ変更
多目的室に空調機設置に伴う電灯配線を追加
PCB含有変圧器の保管箱の追加

平成27年 4月27日 ～
平成27年10月16日

平成27年 4月27日 ～
平成27年10月16日

平成27年10月5日 三好電気設備有限会社 12,636,000 11,648,880

当初、露出配線として設計していたが、意匠性を考慮し天井内隠ぺい配
線とするため。
工事着手後に、来年度クラス増により多目的室を普通教室として使用する
ことが分かり、本工事にて施工することで経費削減及び学校への工事の
影響を少なくすることが可能なため。
キュービクル改修に伴い既設変圧器のPCB含有調査を行ったところ、基
準値以上のPCB含有が確認されたため。

266 建設工事 電気工事業
南中学校普通教室空調
機設置（電気）工事

みよし市打越町地内

空調機設置 普通教室 １４教室
室内機：天井吊形 １４台
室外機：ガスヒート式エアコン室外機 ４基 屋外型キュービクル
改修 空調機開閉器盤設置
上記に伴う電気設備工事一式
【変更概要】
メタルモールからPF管へ変更
会議室の空調機取替に伴う電灯配線及び開閉器盤を追加

平成27年 4月27日 ～
平成27年10月16日

平成27年 4月27日 ～
平成27年10月16日

平成27年10月5日 ユタカ電気株式会社 6,512,400 6,747,840

当初、露出配線として設計していたが、意匠性を考慮し天井内隠ぺい配
線とするため。
工事着手後に、来年度クラス増により会議室を普通教室として使用するこ
とが分かり、本工事にて施工することで経費削減及び学校への工事の影
響を少なくすることが可能なため。

265 建設工事 管工事業
南中学校普通教室空調
機設置（機械）工事

みよし市打越町地内

空調機設置 普通教室 14室
室内機：天井吊形 14台
室外機：ガスヒートポンプ式エアコン室外機 4基
上記に伴う機械設備工事一式
【変更概要】
ドレンアップポンプ追加、教室内露出配管を隠ぺい配管へ変更
会議室の既設空調機の取替を追加

平成27年 4月27日 ～
平成27年10月16日

平成27年 4月27日 ～
平成27年10月16日

平成27年10月6日 株式会社愛三工業 34,506,000 38,497,680

当初、ドレン配管を南側屋外へ配管する設計としていたが、意匠性を考慮
し天井内の隠ぺい配管とするため。
工事着手後に、来年度クラス増により会議室を普通教室として使用するこ
とが分かり、本工事にて施工することで経費削減及び学校への工事の影
響を少なくすることが可能なため。

601
建設コンサ
ルタント

設計
北中学校大規模改修（１
期）工事設計委託

みよし市役所

管理棟3,612㎡、武道場410㎡、渡り廊下179㎡改修
エレベーター棟増築
上記に伴う設計委託一式
【変更概要】
・地質調査を追加する
・構造計算適合性判定を追加する

平成27年 6月 9日 ～
平成28年 2月29日

平成27年 6月 9日 ～
平成28年 2月29日

平成27年10月7日
合資会社ケイデザイン一
級建築士事務所

11,880,000 12,261,240
エレベーター棟の増築に伴い、建築確認審査機関と打ち合わせをした結
果、地質調査及び構造計算適合性判定が必要になったため。

562 建設工事
とび・土工工事
業

交通安全施設設置工事
(市道三好丘自転車歩行
者専用道路2号線始め17
路線)

みよし市三好丘・黒笹
町・三好丘緑地内

車止め工38(30)箇所
車止め工Ａ Ｎ＝ 8基 車止め工Ａ’ Ｎ＝ 2基
車止め工Ｂ Ｎ＝42(39)基 車止め工Ｂ’ Ｎ＝20(18)基
車止め工Ｃ Ｎ＝ 8基 車止め工Ｃ’ Ｎ＝ 7基
車止め工Ｄ Ｎ＝12(-)基 車止め工Ｄ’ Ｎ＝7(1)基
車止め工Ｅ’ Ｎ＝ 1基

平成27年 6月12日 ～
平成27年10月15日

平成27年 6月12日 ～
平成27年10月15日

平成27年10月8日 半澤建設株式会社 7,376,400 9,475,920
次年度以降も今回の施工範囲地区において交通安全施設設置工事を推
進していく予定であり、早急な対策を行うことで事業の推進や地元の負担
軽減を図るため。

671 建設工事 ほ装工事業
舗装修繕工事
（市道塩田青木線）

みよし市明知町地内

工事延長 Ｌ＝556.8(453.0)m
舗装工 Ａ＝3,731.6(3,176.7)㎡
路面切削工 Ａ＝3,731.6(3,176.7)㎡
区画線工 Ｌ＝1,805.8(1,530.4)m

平成27年 7月24日 ～
平成27年11月13日

平成27年 7月24日 ～
平成27年11月13日

平成27年10月8日 株式会社藤和アスコン 9,169,200 10,303,200

当該道路は大型トラックの交通量が多く路面の破損が当初設計時より激
しいため、工事延長をL=453.0mからL=556.8mに延伸し、舗装工A=3176.7
㎡からA=3731.6㎡に増工することで良好な路面の維持及び安全な交通確
保に努める。また、これに伴い区画線工を増工する。舗装切削を行ったと
ころ、表層下が粒調砕石ではなくアスファルト舗装であったため、表層工
(プライムコート)を表層工(タックコート)に変更し、現場状況に併せた施工
を行う。

678 建設工事 土木工事業
莇生行政区里道整備工
事その２

みよし市莇生町地内

工事延長 Ｌ＝65.0m
側溝工 Ｌ＝80.2m 舗装工 Ａ＝233.7(258.0)㎡
境界ブロック工 Ｌ＝33.9m(-)
コンクリートブロック工 Ｌ＝4.3m(-)

平成27年 7月10日 ～
平成27年11月 2日

平成27年 7月10日 ～
平成27年11月 2日

平成27年10月9日 大下建設有限会社 2,991,600 3,117,960

地元行政区及び地権者と立会を行い現地精査をした結果、舗装端部の崩
れを防止するため境界ブロック工及びコンクリートブロック工を新規計上す
る。またこれに伴い、舗装工を減工する。さらに通行止めによる施工を行う
ことが可能となったため、交通誘導警備員Bを廃工する。

589 建設工事 土木工事業
側溝整備工事
（市道東山台弥栄線）

みよし市東蜂ヶ池地内

工事延長 Ｌ＝48.3(48.4)m
側溝工 Ｌ＝43.5(43.6)m
電柱避側溝工 Ｎ＝2箇所
舗装工 Ａ＝79.4(95.1)㎡

平成27年 6月 5日 ～
平成27年12月18日

平成27年 6月 5日 ～
平成27年12月18日

平成27年10月14日 有限会社岩城建設 1,836,000 1,818,720
地権者と立会を行い、乗入箇所について確認をした結果、側溝工(PU2-
300)を減工し、側溝工(PU3-300)を新規計上する。またコンクリート工を増
工し、舗装工を減工する。

304
建設コンサ
ルタント

建設コンサル
橋梁補修詳細設計業務
委託（みよし市地内）

みよし市役所
橋梁補修設計（三好ヶ丘高架橋、東明跨道橋、莇生橋）
【変更前履行期間】 平成27年4月17日から平成27年10月30日
【変更後履行期間】 平成27年4月17日から平成28年3月23日

平成27年 4月17日 ～
平成27年10月30日

平成27年 4月17日 ～
平成28年 3月23日

平成27年10月16日
中央コンサルタンツ株式
会社

7,808,400 7,808,400
国道内での調査作業及び添加されている上水、工水、電気、ガス等の占
用者との調整手続きに時間を要するため。

696 建設工事 土木工事業
黒笹行政区里道整備工
事

みよし市黒笹町地内

工事延長 Ｌ＝56.8m
側溝工 Ｌ＝109.8(105.3)m
横断暗渠工 Ｌ＝2.6(2.2)m
集水桝工 Ｎ＝2(6)基
舗装工 Ａ＝188.8(199.5)㎡

平成27年 7月10日 ～
平成27年11月 2日

平成27年 7月10日 ～
平成27年11月 2日

平成27年10月16日 半澤建設株式会社 4,428,000 4,097,520

地元行政区及び地権者と立会を行い現地精査をした結果、側溝工(PU3-
250) L=92.9mをL=97.4mに増工し、横断暗渠工(250) L=2.2mをL=2.6mに増
工し、集水桝工B N=5箇所をN=1箇所に減工する。
また、側溝等の配置変更に伴い、舗装工A=199.5㎡をA=188.8㎡に減工
し、コンクリート工L=13.0mをL=15.2mに増工する。



変更契約の内容（第3四半期 平成27年10月～12月 変更契約締結分）
案件番号 業務区分名 業種名 工事名(路線等の名称) 工事場所 概要 当初工期 変更後工期 契約日 企業名 変更前契約金額 変更後契約金額 変更理由

658 建設工事
機械器具設置
工事業

処理施設維持管理工事
（打越処理区）

みよし市打越町地内

自動全窒素・全リン測定器分解整備 １台
汚泥脱水機分解整備 １台
汚泥乾燥機点検整備 １台
自動全窒素・全リン測定器電源基盤等修繕 １台（－）

平成27年 7月10日 ～
平成27年12月 4日

平成27年 7月10日 ～
平成27年12月 4日

平成27年10月21日
日立造船株式会社
中部支社

6,210,000 6,798,600

・本工事の自動全窒素・全リン測定器分解整備のメーカーによる調査を
行った結果、電源基盤の故障及びハーネスコネクタ配線が腐食断線して
いるのがわかったため、電源基盤等の修繕を追加計上し安定した水処理
を推進する。

510 建設工事 土木工事業
側溝整備工事
（市道潮見ヶ丘打越線）

みよし市打越町地内

工事延長 Ｌ＝51.9(39.0)m
側溝工 Ｌ＝50.3(37.4)m
集水桝工 Ｎ＝2基
舗装工 Ａ＝321.9(212.6)㎡

平成27年 5月22日 ～
平成27年11月 2日

平成27年 5月22日 ～
平成27年11月 2日

平成27年10月23日 有限会社大野建設 4,406,400 4,620,240

高速道路管理者と協議を行った結果、側溝工(PU3-300C) L=37.4mを側溝
工(PU3-300A)L=37.8mに変更し、集水桝工(□500×750) N=2基を集水桝
工□(500×650)N=1基と(□500×550) N=1基に変更し、側溝工(PU3-
300B～G)L=12.5mを新規計上する。
また舗装の範囲を精査した結果、下層路盤工A=212.6㎡を廃工し、上層路
盤工A=216.6㎡をA=114.3㎡に減工、表層工A=212.6㎡をA=321.9㎡に増工
し、コンクリート工V=17.3m3を新規計上する。

525 建設工事 土木工事業
街路新設改良付帯工事
（都市計画道路平池天王
台線他1路線）

みよし市三好町地内
工事延長 Ｌ＝752m、盛土 Ｖ＝5,900m3、仮排水工 Ｌ＝56.0m
[変更前工期]平成27年5月29日から平成27年10月30日
[変更後工期]平成27年5月29日から平成28年 3月28日

平成27年 5月29日 ～
平成27年10月30日

平成27年 5月29日 ～
平成28年 3月28日

平成27年10月23日 野沢建設株式会社 8,964,000 8,964,000

本工事は街路新設改良工事（都市計画道路平池天王台線）の橋梁下部
工の付帯工事であるため、本体工事と調整を行い施工する必要がある。
また、日進赤池箕ノ手土地区画整理組合から残土を盛土材とし受け入れ
事業を推進する計画であり、盛土材の発生時期が決められていたため、
本体工事より先行し工事発注を行った。
しかしながら、本体工事の発注が認可に時間を要したため、当初計画より
時期が遅れることとなった。そのため、本体工事との調整のため本工事の
工期を延期する。

720 建設工事 土木工事業
道路修繕工事
（市道黒笹三好ヶ丘線）

みよし市三好丘あおば
地内

工事延長 Ｌ＝24.0m
横断暗渠工 Ｌ＝2.2(2.4)m 集水桝工 Ｎ＝1基
街渠桝工 Ｎ＝1基 ガードパイプ設置工 Ｌ＝8.2(9.5)m
道路照明灯設置工 Ｎ＝1基 舗装工 Ａ＝195.2(209.6)㎡

平成27年 7月24日 ～
平成27年11月20日

平成27年 7月24日 ～
平成27年11月20日

平成27年10月30日 半澤建設株式会社 3,542,400 2,874,960
・当初、交差点のすり付け区間として、本線舗装工を計上したが、取付道
路内でのすり付けで完了したため、本線舗装工を廃工する。
・取付道路の試掘の結果、舗装構成の変更をする。

790 建設工事 土木工事業
三好丘公園多目的広場
改修工事
（三好丘公園）

みよし市三好丘地内
グラウンド舗装工 Ａ＝7,145㎡
防球ネット Ｌ＝124.8（74.8）m

平成27年 9月11日 ～
平成27年11月30日

平成27年 9月11日 ～
平成27年11月30日

平成27年11月4日 野沢建設株式会社 12,960,000 14,819,760

当初、防球ネットの延長をL=74.8mで施工を行ったが、施工中に地元調整
を進める中で駐車場側にも防球ネットが必要となった。このことに対して、
安全対策と事業の効果向上を図るため、防球ネットL=74.8mをL=124.8mに
増工する。

550 建設工事 ほ装工事業
舗装修繕工事
（市道打越向山線）

みよし市打越町地内

工事延長 Ｌ＝465.6(383.0)m
舗装工 Ａ＝3,416.2(2,818.3)㎡
路上再生路盤工 Ａ＝3,416.2(2,818.3)㎡
区画線工 Ｌ＝1392.6(1,119.0)m

平成27年 6月25日 ～
平成27年12月18日

平成27年 6月25日 ～
平成27年12月18日

平成27年11月10日
東亜道路工業株式会社
名古屋支店

22,464,000 27,132,840

・当該路線は大型トラックの交通量が多く、路面の破損が当初設計時より
激しいため、工事延長を延伸し、舗装工A=2818.3㎡からA=3416.2㎡に増
工する。またこれに伴い区画線工L=1119.0mからL=1392.6mに増工する。
・現地にて採取した土の試験結果より、配合設計の変更が必要となったた
め、路上再生路盤工のセメント系固化材の添加量及びアスファルト乳剤の
添加量を変更する。

632 建設工事 造園工事業
三好公園整備工事
（三好公園）

みよし市三好町地内

人工芝舗装 Ａ＝3,736㎡
園路舗装 Ａ＝794(825)㎡
照明灯 Ｎ＝4基
植栽工 高木3本(-)地被類396pot(-) 低木 776(540)本

平成27年 7月 3日 ～
平成27年12月10日

平成27年 7月 3日 ～
平成27年12月10日

平成27年11月11日
長永スポーツ工業株式会
社 中部支店

53,416,800 54,066,960

全国都市緑化あいちフェアのサテライト会場で使用した植栽の樹木内容と
移植先が決まったため、移植先の土壌改良工50㎡と移植先にならなかっ
た未整備植栽区域の植栽工（高木N=3本、低木N=776(540)本、地被類
396pot）を計上する。

346 委託 植物管理
草刈業務委託
（三好雨水幹線他１８箇
所）

みよし市役所
草刈 Ａ＝40,240(40,278)㎡
剪定 Ａ＝610㎡
軽剪定 Ｎ＝113本

平成27年 4月24日 ～
平成28年 3月18日

平成27年 4月24日 ～
平成28年 3月18日

平成27年11月24日 木戸造園土木株式会社 6,480,000 6,480,000
莇生地区において2回目の草刈工の前に一部コンクリート張りが行われた
ため、草刈工(機械) A=36,531㎡をA=36,493㎡に減工し、小運搬 A=28,443
㎡をA=28,426㎡に減工する。

788 建設工事 土木工事業
三好上行政区里道整備
工事

みよし市三好町地内

工事延長 Ｌ＝61.5m
側溝工 Ｌ＝56.7(58.5)m
集水桝工 Ｎ＝3基
舗装工 Ａ＝123.0㎡

平成27年 8月28日 ～
平成27年12月11日

平成27年 8月28日 ～
平成27年12月11日

平成27年11月24日 有限会社柴田組 3,218,400 3,264,840

現地精査の結果、既設地下埋設物が支障となり当初設計の勾配が確保
できないため、管径を400mmから450mmに変更し、設計流量を確保する。
これに伴い、塩ビ管布設工(φ400) L=59.1mを塩ビ管布設工(φ450)
L=58.1mに変更する。

646 建設工事 建築工事業
山伏集会所耐震改修工
事

みよし市打越町地内

既設ＣＢ造平屋建68.04㎡
解体、軽量鉄骨造平屋建59.16㎡ 増築
衛生器具・給水設備・排水設備・空調設備・換気設備・電灯幹
線・照明コンセント設備・弱電設備
上記に伴う建築・電気・機械設備工事一式
【変更概要】
・屋外通路屋根の追加 ・トイレ手洗いの追加
・木製建具にシリンダー錠の追加
・湿式柱状地盤改良工事の追加

平成27年 7月 3日 ～
平成27年11月30日

平成27年 7月 3日 ～
平成27年11月30日

平成27年11月25日 有限会社伊藤組 13,910,400 16,299,360

１ 工事契約後、地元行政区から集会所玄関まで既設の渡り屋根を延長
して欲しい旨の要望書が提出され、協議の結果、屋根を延長する必要が
認められたため。
２ 当初、トイレを男女別にて計画していたが、トイレ内に手洗いスペース
を設けて欲しい旨の要望があったため。
３ 地元行政区から放送室内に放送機器等があり施錠できることの要望
があったため。
４ 工事契約後、受注者から地盤調査を実施したところ、地表面に自沈層
が見られたため。

395 建設工事 ほ装工事業
舗装修繕工事
（市道三好ヶ丘駒場線）

みよし市三好丘旭地内

工事延長 L=160.0m
舗装工 A=1,321.3㎡
防音シート設置工 L=74.0m(-)
騒音振動計設置工 N=1箇所(-)

平成27年 6月10日 ～
平成27年12月 4日

平成27年 6月10日 ～
平成27年12月 4日

平成27年11月27日
株式会社佐藤渡辺 みよ
し営業所

11,415,600 14,808,960

路上再生路盤工の配合試験の結果、セメント系固化材及びアスファルト乳
剤の添加量を変更する。
近接事業者と工事の調整を行った結果、周囲への影響を配慮し、防音
シート設置工を新規計上し、騒音及び振動の状況を確認し施工するため、
騒音振動計設置工を新規計上する。

598
建設コンサ
ルタント

補償コンサル
物件補償調査業務委託
（都市計画道路蜂ヶ池線）

みよし市役所

物件調査業務（非木造建物 1棟、附帯工作物 1戸、動産 1世
帯）
【変更前履行期間】 平成27年 6月 5日から平成27年12月24日
【変更後履行期間】 平成27年 6月 5日から平成28年 3月23日

平成27年 6月 5日 ～
平成27年12月24日

平成27年 6月 5日 ～
平成28年 3月23日

平成27年12月1日
玉野総合コンサルタント
株式会社

1,728,000 1,728,000
物件調査対象建物への調査日程の調整及び調査・算定に期間を要する
ため。

812 建設工事 ほ装工事業
舗装修繕工事
（市道明知福田線）

みよし市福田町地内
工事延長 Ｌ＝244.8(224.5)m

舗装工 Ａ＝1,397.1(1,084.6)㎡
路上再生路盤工 Ａ＝1,562.8(1,449.5)㎡

平成27年 9月30日 ～
平成28年 1月 8日

平成27年 9月30日 ～
平成28年 1月 8日

平成27年12月1日 野沢建設株式会社 15,660,000 18,380,520

受注後、現地を確認したところ、舗装の損傷の激しい部分があり、道路管
理者等と市で舗装復旧範囲の調整を行った結果、工事延長L=224.5mから
L=244.8mに増工する。それに伴い、舗装工A=1,084.6㎡からA=1,397.1㎡
に増工し、路上再生路盤工A=1,449.5㎡からA=1,562.8㎡に増工する。提出
された配合設計より、路上再生路盤工(t=20cm)のセメント系固化材1.039t
から1.079tに増工する。

270
建設コンサ
ルタント

設計
子ども総合支援センター
整備工事設計委託

みよし市役所

子ども総合支援センター整備工事の設計委託
【変更概要】屋上防水工事の設計業務の追加

《変更前履行期間》平成27年4月13日～平成28年1月29日
《変更後履行期間》平成27年4月13日～平成28年3月29日

平成27年 4月13日 ～
平成28年 1月29日

平成27年 4月13日 ～
平成28年 3月29日

平成27年12月1日
株式会社松浦建築事務
所

4,104,000 4,674,240
契約後の現地調査において、屋上防水の劣化について早急に対処すべ
きと判断されたため、屋上防水工事の設計業務を追加し、履行期間を平
成28年3月29日まで延長する。

662 委託 航空写真・図面
土地家屋現況調査業務
委託
（みよし市地内）

みよし市役所

１ 空中写真測量（デジタル航空カメラ使用）
２ 土地家屋形状図作成
３ 固定資産情報管理システムへの設定
【変更概要】空中写真測量における数量を変更する

平成27年 6月26日 ～
平成28年 3月25日

平成27年 6月26日 ～
平成28年 3月25日

平成27年12月2日
株式会社パスコ 名古屋
支店

11,880,000 11,060,497
平成２７年度航空写真撮影を行うにあたり、受注者から提案書が提出さ
れ、同様の事業を同じ受注者へ委託している日進市と合同撮影する計画
へ変更することによって、費用の削減が見込まれるため。

811 委託
上・下水道施設
管理

農業集落排水管路清掃・
調査業務委託
（福田処理区）

みよし市役所
管路清掃・調査 Ｌ＝1,368.4(1,270.6)m
公共桝清掃・調査 Ｎ＝47(49)箇所

平成27年 9月11日 ～
平成28年 1月15日

平成27年 9月11日 ～
平成28年 1月15日

平成27年12月8日 株式会社新栄重機 1,308,960 1,378,080

人孔内のポンプ装置が支障となり管路内にカメラを入れることが不可能な
ため、路線番号72,72-2-1,72-2-2間の管路清掃・調査を廃工する。路線
番号34の管路清掃・調査を延伸し、事業の進捗を図ることで福田処理区
内の管路清掃・調査を完了させる。以上にともない管路清掃・調査
L=1,270.6mをL=1,368.4m、公共桝清掃・調査N=49箇所をN=47箇所に変更
する。



変更契約の内容（第3四半期 平成27年10月～12月 変更契約締結分）
案件番号 業務区分名 業種名 工事名(路線等の名称) 工事場所 概要 当初工期 変更後工期 契約日 企業名 変更前契約金額 変更後契約金額 変更理由

665 建設工事 土木工事業
やすらぎ霊園第２期工区
整備工事
（やすらぎ霊園）

みよし市三好丘旭地内

重力式擁壁 Ｎ＝5箇所
補強土壁 Ｎ＝1箇所
コンクリートブロック Ｎ＝2箇所
【変更前工期】平成27年 7月10日～平成27年12月22日
【変更後工期】平成27年 7月10日～平成28年 1月21日

平成27年 7月10日 ～
平成27年12月22日

平成27年 7月10日 ～
平成28年 1月21日

平成27年12月15日 野沢建設株式会社 34,452,000 34,452,000

本工事は、土木工事及び擁壁工事主体であり、雨天になると数日間現場
作業が中断される。今年度は、定期的に雨が降ったため、その都度、現場
作業が中断されたことにより当初工期内での施工が困難となった。そこで
工期を30日間（平成28年1月21日まで）延長する。

832 建設工事 土木工事業
バス停車帯改修工事
（市道三好北線）

みよし市三好町地内

工事延長 Ｌ＝140.0m
側溝工 Ｌ＝28.0m Ｌ型街渠工 Ｌ＝91.2m
街渠桝工 Ｎ＝3基 舗装工 Ａ＝801.4㎡
植栽帯工 Ｌ＝14.4m 照明灯移設工 Ｎ＝2基

【変更前工期】平成27年10月16日～平成28年3月15日
【変更後工期】平成27年10月16日～平成28年3月30日

平成27年10月16日 ～
平成28年3月15日

平成27年10月16日 ～
平成28年 3月30日

平成27年12月24日 三好建設工業株式会社 11,934,000 11,934,000

近接する複合施設建設工事と工程の調整を行ったところ、複合施設建設
工事において既設乗入を長期利用する予定があるため、乗入部分の施工
が３月上旬まで行えない。このため、１５日間工期延長を行い、施工時期
の調整を行うことで円滑に施工を進める。


