変更契約の内容（第4四半期
案件番号 業務区分名
665 建設工事

529

建設コンサ
ルタント

896 建設工事

832 建設工事

業種名

平成27年度1月〜3月 変更契約締結分）

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
・側溝布設工で法面を一部掘削する必要があるため、現場での手戻りが
無いように、やすらぎ霊園第2期工区整備工事その2へ法面整形工（盛土・
34,863,480
切土）を変更する。
・抜根処分に係る処分費（Ａ＝800㎡）を新規に計上する。

やすらぎ霊園第２期工区
整備工事
みよし市三好丘旭地内
（やすらぎ霊園）

法面整形工（盛土・切土）の廃工
抜根処分Ａ＝800㎡の計上

設計

莇生住宅大規模改修工
事実施設計委託

みよし市役所

莇生住宅大規模改修工事に伴う実施設計委託
【変更前履行期間】平成27年5月26日から平成28年1月29日まで
【変更後履行期間】平成27年5月26日から平成28年3月29日まで
【変更概要】
平成27年 5月26日 〜 平成27年 5月26日 〜
地盤調査の掘進延長を変更する。
平成28年 1月29日
平成28年 3月29日
A棟9m→10m、B棟9m→15m、C棟14m→17m
耐火性能評価大臣認定の申請資料作成を追加する。
Ａ棟敷地の分筆及び登記業務を追加する。

土木工事業

ガードパイプ設置工事
（市道下明知打越線）

みよし市明知町地内

ガードパイプ設置工 （Ｌ＝94.4m）Ｌ＝92.4m

みよし市三好町地内

工事延長 L=160.2（140.0）m、側溝工 L=72.9（28.0）m、L型街
渠工 L=34.7（91.2）m、街渠桝工 N=1（3）基、舗装工 A=676.1
平成27年10月16日 〜 平成27年10月16日 〜
（801.4）㎡、植栽帯工 L=2.4（14.4）m、照明灯移設工 N=3（2）
平成28年 3月30日
平成28年 3月30日
基、スリット側溝工 L=24.0m、歩車道境界ブロック工 L=51.7m、
PU桝工 N=2基

平成28年1月12日 三好建設工業株式会社

平成28年1月22日 ユタカ電気株式会社

3,952,800

3,542,400

当初、室外機基礎を新設として設計していたが、室外機が既設基礎に納
まったため、コンクリート基礎新設を取り止める。

契約後に業者と現地調査をした結果、ケラバのシーリングの劣化がみら
れたため。
工事着手後に、樋部のカバーを撤去したところ、既設の樋が短く雨水を排
水できないことが分かったため。

土木工事業

土木工事業

バス停車帯改修工事
（市道三好北線）

平成27年 7月10日 〜 平成27年 7月10日 〜
平成28年 1月21日
平成28年 1月21日

平成27年10月30日 〜 平成27年10月30日 〜
平成28年 1月21日
平成28年 1月21日

平成28年1月4日 野沢建設株式会社

平成28年1月6日

株式会社松浦建築事務
所 三好事務所

平成28年1月7日 野沢建設株式会社

34,452,000

9,504,000

4,482,000

11,934,000

地質調査の委託調査長を、Ａ棟９ｍ、Ｂ棟９ｍ、Ｃ棟１４ｍとしたが、支持層
確認できる位置まで調査を進めたところ、最終掘進延長はＡ棟１０ｍ、Ｂ棟
１５ｍ、Ｃ棟１７ｍとなった。建築確認申請の提出にあたり、耐火性能評価
12,236,400 の大臣認定を取得しなければならないと判明したため、認定資料の作成
を追加する。各種申請手続きについて西三河建設事務所に相談し、申請
手続き前に工事予定地の敷地の分筆が必要と判断されたため、来年度工
事予定であるＡ棟敷地の分筆・登記業務を追加する。

5,172,120

・本工事施工前に隣接する地権者及び地元行政区長と立合いをした結
果、乗入れ舗装をCoではなくAsで施工してほしいとの要望があったため
Co舗装を廃工しAs舗装を追加計上する。また、歩車境ブロックの撤去に
よる車道舗装の影響を踏まえ車道舗装を追加計上する。

複合施設の敷地区間の歩道舗装については複合施設外構工事でイン
ターロッキング舗装を行うこととなったため、舗装工を減変更し、インター
ロッキング路盤工V=245.0m3を新規計上する。また、バス停車帯と車道と
12,995,640
の境に雨水がたまる恐れがあるため、スリット側溝工L=24.0m及びPU桝工
N=2基、歩車道境界ブロック工L=51.7m、エプロンコンクリート工L=28．0m
を新規計上し、排水機能を確保する。

管工事業

みどり保育園乳児室空調
みよし市三好丘桜地内
機取替工事

みどり保育園乳児室の空調機取替
空冷ヒートポンプエアコン室外機 1基
空冷ヒートポンプエアコン室内機 4台
上記に伴う機械設備工事 一式
【変更設計概要】
室外機用コンクリート基礎新設取り止め、既設を利用する

894 建設工事

建築工事業

緑丘小学校渡り廊下屋根
みよし市三好丘緑地内
改修工事

緑丘小学校渡り廊下屋根 既設カラーアルミ瓦棒葺きの上カ
ラーガルバリウム鋼板にて板金改修 上記に伴う建築工事一
平成27年10月30日 〜 平成27年10月30日 〜
式
平成28年 1月29日
平成28年 1月29日
【変更設計概要】
ケラバ部シーリングの打ち替え 樋部の排水板金の追加

平成28年1月25日 有限会社伊藤組

4,482,000

4,849,200

902 建設工事

土木工事業

雨水排水整備工事
(莇生水洗地区)

みよし市莇生町地内

工事延長 Ｌ＝39.5(39.6)m
側溝工(PU3-300A) Ｌ＝38.7(38.8)m
集水桝工 Ｎ＝1箇所

平成28年1月28日 大下建設有限会社

3,240,000

現地精査の結果、舗装復旧範囲を増工する。
3,201,120 当初起終点で交通誘導員を予定していたが、誘導看板や工事案内看板
で対応ができたため減員する。

みよし市莇生町地内

工事延長 Ｌ＝53.6ｍ
舗装工 Ａ＝315.0(316.6)㎡
橋面防水工 Ａ＝315.0(316.6)㎡
伸縮装置取替工 一式
区画線工 Ｌ＝145.8ｍ

8,640,000

・交通誘導員について、施工方法の検討により誘導員の配置が一部不要
となったため、4人/日を1人/日に変更する。
・監視員について、高速道路管理者と協議により舗装工事の際に振動等
により橋梁からの落下物等を監視するよう指示があった。そのため、監視
8,822,520
員を新規計上する。
・クラック抑制シート設置工について、既設舗装を撤去し橋面を確認したと
ころ、クラックが発生している箇所が確認された。そのため、クラック抑制
シート設置工W=50cm L=30.75mを新規計上する。

8,964,000

・交通誘導員について、地元調整の結果、配置が必要となったため新規
計上する。
・敷鉄板設置について、工期延期に伴い設置日を工期末日までに変更す
る。
11,308,680 ・仮排水管布設撤去工について、当初、現道からの土砂搬入を計画して
いたが、ダンプの後進による土砂搬入が必要であるため、地元調整及び
一般交通の安全を確保するため、仮搬入路を施工し搬入することとなっ
た。そのため、仮搬入路に必要な仮排水管を布設し規制の伴わない作業
とする。

15,282,000

テニスコート舗装撤去工において、既設ハードコートのカラー舗装をアス
ファルトコンクリート塊処理として設計したが、舗装処分業者との立会の結
果、コート表面にアスファルトコンクリート処分では処理できない材質が
17,946,360 コーティングされていることが判明した。その結果、アスファルトコンクリー
ト塊としてではなく、廃プラスチックとして処理する必要が生じたので、廃棄
物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適切な処理を行う必要がある
ため。

942 建設工事

915 建設工事

土木工事業

舗装修繕工事
（莇生橋）

平成27年11月27日 〜 平成27年11月27日 〜
平成28年 1月29日
平成28年 1月29日

平成27年10月30日 〜 平成27年10月30日 〜
平成28年 2月12日
平成28年 2月12日

平成27年11月27日 〜 平成27年11月27日 〜
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

平成28年1月28日 野沢建設株式会社

街路新設改良付帯工事
（都市計画道路平池天王 みよし市三好町地内
台線他1路線）

工事延長 Ｌ＝752m
盛土 Ｖ＝5,900m3
仮排水工 Ｌ＝56.0m
敷鉄板 N=(13,080)45,324枚・日
[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

土木工事業

北部コミュニティ広場整備
工事
みよし市福谷町地内
（北部コミュニティ広場）

北部地区コミュニティ広場
テニスコート Ｎ＝2面 舗装工 Ａ＝498㎡
平成27年11月13日 〜 平成27年11月13日 〜
【変更概要】テニスコート舗装の処理をアスファルト塊から廃プラ 平成28年 3月 3日
平成28年 3月 3日
スチックに変更

平成28年2月3日 半澤建設株式会社

建築工事業

天王小学校大規模改修
（３期）建築工事

みよし市三好町地内

【変更概要】
①外壁補修を追加する
平成27年 7月 1日 〜 平成27年 7月 1日 〜
②既設プール下グリ石の撤去を追加する
平成28年 3月15日
平成28年 3月15日
③渡り廊下タイルはつりを機械作業から手作業に工法を変更す
る

平成28年2月4日 トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社

358 建設工事

電気工事業

天王小学校大規模改修
（３期）電気工事

みよし市三好町地内

【変更概要】
①ステンレス製フロアーハッチ取替
②PCB保管容器追加

平成27年 7月 1日 〜 平成27年 7月 1日 〜
平成28年 3月15日
平成28年 3月15日

平成28年2月4日 ユタカ電気株式会社

746 委託

催事

石川家住宅イベント事業
業務委託
みよし市役所
（石川家住宅）

ワークショップの開催 石川家の利活用イベント 市民グ
ループからの提言
【変更前履行期間】平成27年7月25日〜平成28年3月25日
【変更後履行期間】平成27年7月25日〜平成28年3月29日

平成27年 7月25日 〜 平成27年 7月25日 〜
平成28年 3月25日
平成28年 3月29日

特定非営利活動法人あい
平成28年2月4日 ちＮＰＯ市民ネットワーク
センター

西一色老人憩いの家耐
震改修工事

木造平屋建 149.84㎡
耐震補強、内装改修、便所改修に伴う建築・電気・機械工事一
式
（変更内容）
便所壁下地ブロック積みを撤去し、土台等を設置
和室仏間部の補強箇所を変更
便所入口両側の柱を取替 他

525 建設工事

889 建設工事

357 建設工事

814 建設工事

土木工事業

建築工事業

みよし市西一色町地内

平成27年 5月29日 〜 平成27年 5月29日 〜
平成27年10月30日
平成28年 3月28日

平成27年 9月30日 〜 平成27年 9月30日 〜
平成28年 2月12日
平成28年 2月12日

平成28年2月1日 野沢建設株式会社

平成28年2月5日 株式会社種岡建設

219,240,000

26,892,000

647,784

13,284,000

228,912,480

①外壁補修範囲について足場設置後の調査で、補修部分の面積が確定
したため。
②既設プールの下から大量のグリ石が出てきたため。
③タイルはつりの際に土間を貫通してしまう可能性があるため。

①別契約の建築工事にて渡り廊下のタイルの改修を行なうにあたり、兼
合いとなる電気用のハンドホールのかさ上げが必要になったため追加す
27,609,120 る。
②既設トランスを専門機関にて調査したところ、PCBが混入していることが
判明したため、トランス保管容器を追加する。
647,784

石川家住宅イベント事業業務委託の最終イベントは、これまでの実施結
果を踏まえて写真と絵画の講座を開催することに決定されたが、開催日
が講師などの日程調整により都合がつかなくなり、４日間の履行期間の延
長が必要となったため。

便所壁下地がブロック積みとなっていることが判明し、土台、柱及び筋か
いを設置する必要があるため。
和室仏間部の補強予定箇所が壁下地がブロック積みであることが判明
13,887,720
し、補強箇所を隣接する押入れ側に変更する必要があるため。
便所壁の入口両側の柱が腐朽していることが判明し、柱を取り替える必
要があるため。他

変更契約の内容（第4四半期
案件番号 業務区分名

業種名

平成27年度1月〜3月 変更契約締結分）

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

570 委託

その他業務委
託

第３期みよし市地域福祉
計画策定業務委託
みよし市役所
（みよし市役所）

第３期みよし市地域福祉計画（計画期間 平成28年度から平成
32年度まで）の策定と計画書の印刷製本を行う。
【変更内容】
職員ワークショップ支援及び福祉団体ヒアリングを廃止する。

855 建設工事

土木工事業

側溝整備工事
（市道福田通学線）

みよし市三好町地内

工事延長 Ｌ＝170.0ｍ
側溝工 Ｌ＝167.7(167.5)ｍ
集水桝工 Ｎ＝1(2)基

電気工事業

総合体育館武道場照明
改修工事

みよし市三好町地内

照明器具取替
新規照明取付 ＬＥＤ照明2台 非常灯21台
既設照明取替 ＬＥＤ照明319（323）台
上記に伴う電気設備工事一式

平成27年11月27日 〜 平成27年11月27日 〜
平成28年 2月29日
平成28年 2月29日

建築工事業

三好下老人憩いの家窓ガ
ラス飛散防止及び屋根補 みよし市園原地内
修工事

三好下老人憩いの家 窓ガラス飛散防止フィルム貼り
棟垂木取替、棟瓦取替、大屋根壁際部分水切り板金取付
以上に伴う建築工事一式
（変更内容）
・内貼り用飛散防止フィルムをハードコート機能のついた
フィルムに変更する。
・大屋根壁際部の水切り板金取付を取りやめる。

平成28年 1月15日 〜 平成28年 1月15日 〜
平成28年 3月15日
平成28年 3月15日

土木工事業

やすらぎ霊園第２期工区
整備工事その２
みよし市三好丘旭地内
（やすらぎ霊園）

雨水排水設備 1式
アスファルト舗装工 Ａ＝2,636㎡
カロート Ｎ＝106箇所 照明灯 Ｎ＝5基 案内板 Ｎ＝2基
パーゴラ Ｎ＝1基
植栽工 1式
【変更前工期】平成27年8月7日〜平成28年3月1日
【変更後工期】平成27年8月7日〜平成28年3月18日

平成27年 8月 7日 〜 平成27年 8月 7日 〜
平成28年 3月1日
平成28年 3月18日

みよし市三好町地内

【変更概要】
①正門廻りガス管の迂回を追加する。
②中舎北側花壇の撤去を追加する。
③プール擁壁北側側溝を追加する。

みよし市役所

建設業法改正に対応するため財務会計システムの改修を行う。
【変更内容】
平成27年10月16日 〜 平成27年10月16日 〜
新たな建設業許可業種コードの改修作業を追加する。
平成28年 2月29日
平成28年 3月25日
《変更前履行期間》平成27年10月16日〜平成28年2月29日
《変更後履行期間》平成27年10月16日〜平成28年3月25日

平成28年2月18日

平成27年11月27日 〜 平成27年11月27日 〜
平成28年 3月 7日
平成28年 3月25日

平成28年2月18日 有限会社多香久組

929 建設工事

1000 建設工事

745 建設工事

-(横断暗渠工 Ｌ＝2.5ｍ)
舗装工 Ａ＝481.8(510.0)㎡

平成27年 5月29日 〜 平成27年 5月29日 〜
平成28年 3月22日
平成28年 3月22日

平成27年10月30日 〜 平成27年10月30日 〜
平成28年 2月26日
平成28年 2月26日

平成28年2月12日 有限会社大野建設

平成28年2月17日 野沢建設株式会社

68,735,520

先行工事である「やすらぎ霊園第２期工区整備工事」の事業進捗に時間
68,735,520 を要し工期延期を行い、本工事の工程にも影響が生じたため、工期を１７
日間（平成２８年３月１８日まで）延長する。

48,384,000

①正門改修に伴い掘削を行ったところ、ガス配管が出てきた。擁壁の基礎
に干渉するため、ガス管のルートの変更を追加する。
②中舎への給水管の接続の施工を行うにあたり、ルートの試掘調査をし
54,329,400 たところ、花壇の中を配管が通っていたため、花壇の撤去を追加する。
③南舎からの雨水排水のルート確認をしたところ、側溝が途中で寸断され
ていることが判明した。プール擁壁北側に側溝を敷設し、雨水の配管ルー
トの確保をする。

810,000

当初予定していた建設業法改正に伴う建設業許可業種「29 解体工事」の
972,000 追加に加え、新たに「30 旧とび土工」追加の対応が必要となったため、改
修作業を追加する。

866 委託

土木工事業

農業集落排水向管布設
工事その３
（明知処理区）

みよし市明知町地内

工事延長 Ｌ＝20.50ｍ
汚水管布設工（VUφ150） Ｌ＝19.67ｍ
1号マンホール設置工 Ｎ＝1基
0号マンホール設置工 Ｎ＝1基
【変更前工期】平成27年11月27日〜平成28年3月 7日
【変更後工期】平成27年11月27日〜平成28年3月25日

建設コンサル

公共下水道実施設計業
務委託
（莇生舟ヶ峪地区）

みよし市役所

・詳細設計（開削工法） Ｌ＝56.8(80)m
・路線測量（仮ＢＭ設置・縦断） Ｌ＝0.057(0.08)㎞

平成27年 7月10日 〜 平成27年 7月10日 〜
平成28年 2月26日
平成28年 2月26日

平成28年2月19日

933 建設工事

防水工事業

三吉小学校体育館屋根
防水工事

みよし市三好町地内

【変更概要】
モルタル浮き部の改修を部分エポキシ樹脂注入工法へ変更

平成27年12月11日 〜 平成27年12月11日 〜
平成28年 2月29日
平成28年 2月29日

平成28年2月19日 重喜防水工業株式会社

860 建設工事

土木工事業

公共下水道管路補修工
事
（三好処理区）

みよし市三好丘緑地内

管渠更生工 Ｌ＝310.5ｍ
管路補修工(Ｌ＝100cm) Ｎ＝10(11)箇所
管路補修工(Ｌ＝40cm) Ｎ＝19(15)箇所

平成27年11月18日 〜 平成27年11月18日 〜
平成28年 3月 4日
平成28年 3月 4日

平成28年2月22日

944 建設工事

ほ装工事業

舗装修繕工事
（市道森曽線）

みよし市三好町地内

工事延長 Ｌ＝110.6(99.7)m
舗装工 Ａ＝760.8(654.5)㎡

平成27年12月11日 〜 平成27年12月11日 〜
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

平成28年2月23日 有限会社多香久組

みよし市福谷町地内

【変更概要】
①アスベスト成形板の処分費を追加する
②薬液処分を追加する
③浄化槽撤去処分を追加する
④杭抜きの数量を現状に併せ変更する

みよし市内

区画線設置工W=15cm実線L=72,469(55,100)m
区画線設置工W=30cm実線L=732(350)m
区画線設置工W=45cm実線L=1,534(2,300)m
区画線設置工W=15cm破線L=6,335(4,500)m
区画線設置工W=30cm破線L=921(640)m
区画線設置工 記号・文字L=3,067(4,480)m
区画線設置工 消去 L=499(-)m

975 建設工事

745 建設工事

塗装工事業

土木工事業

区画線設置工事
（市内全域）

やすらぎ霊園第２期工区
整備工事その２
みよし市三好丘旭地内
（やすらぎ霊園）

アスファルト舗装工 A=2,746（2,636）㎡
2㎡墓地（7B） N=144区画 → N=146区画
法面整形工（切土A=170㎡・盛土A=100㎡）
ポストコーン設置工 N=９本

平成27年12月25日 〜 平成27年12月25日 〜
平成28年 2月29日
平成28年 2月29日

平成27年12月24日 〜 平成27年12月24日 〜
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

平成27年 8月 7日 〜 平成27年 8月 7日 〜
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

地元行政区及び地権者と立会を行い現地精査を行った結果、側溝工
(PU3-300) L=167.5mをL=167.7mに増工し、横断暗渠工(300) L=2.5mを廃
工し、集水桝工 N=2箇所をN=1箇所に減工し、表層工 A=510.0㎡から
A=481.8㎡に減工する。

1,290,600

財務会計システム改修
（建設業法改正対応）業
務委託
（みよし市役所）

とび・土工工事
福谷公民館解体工事
業

6,377,400

平成28年2月12日 加藤建設株式会社

コンピュータ
サービス

953 建設工事

6,480,000

業者ではなく地元住人主体での清掃のため、傷つきにくいフィルムにして
ほしいという地元要望があり、内貼り用飛散防止フィルムをハードコート機
1,434,240 能のついたものに変更する。
大屋根壁際部の瓦と下地材を一部撤去したところ、既設の水切り板金が
確認できたため、大屋根壁際部の水切り板金を取り止める。

天王小学校大規模改修
（３期）機械工事

建設コンサ
ルタント

2,160,000

17,172,000

平成28年2月12日 石黒電気工事有限会社

管工事業

707

変更理由

職員ワークショップについては、本計画の策定にあたり直接内容に反映す
るものではないため、計画策定作業の効率化を図るため廃止する。
1,785,240
福祉団体ヒアリングについては、本計画の策定にあたり直接内容に反映
するものではないため、計画策定作業の効率化を図るため廃止する。

設計天井開口幅は135mmであるが、天井開口幅の広さが一定ではなく、
最大150mmあり、接触部の延長が増えたため、見切材710ｍの取付を追
17,639,640 加する。
既存設置長では新設照明器具の長さから検討すると１台分取付不可能と
なり、４列あるため新規照明器具の設置を４台減らす。

359 建設工事

939 建設工事

平成27年 7月 1日 〜 平成27年 7月 1日 〜
平成28年 3月15日
平成28年 3月15日

平成28年2月8日 株式会社名豊

変更前契約金額 変更後契約金額

平成28年2月18日 株式会社愛三工業

株式会社日立製作所 中
部支社

株式会社ＮＪＳ 名古屋総
合事務所

管清工業株式会社 名古
屋支店

平成28年2月24日 株式会社オサダ

平成28年2月24日 順天工業株式会社

平成28年2月25日 野沢建設株式会社

・現地調査の結果、既設の埋設管の上水道管が支障となりその移設を依
頼した。上水道の移設工事及び新築工事と工程について調整したところ
当該工事の当初工期内の施工が困難となったため１８日間工期を延長す
る。

2,700,000

2,700,000

2,376,000

現地調査を行い、各家屋の取出し管予定位置の決定したことにより、最上
2,354,400 流マンホールの位置が確定したため、詳細設計延長及び路線測量延長を
変更する。

15,984,000

16,075,800

工事着手後、一部モルタルを撤去した際に、既設のモルタルの厚みが厚
く、モルタル塗替え工法での改修が困難であることが分かったため。

14,904,000

15,202,080

管路補修工について、事前調査を行った結果、当初設計時より内面の破
損や木根等の除去が必要な管路が確認された。これに伴い、管路補修工
(L=40㎝) N=15箇所を N=19箇所に変更する。また除去工 N=24箇所を
N=43箇所に変更する。

6,318,000

工事発注後に舗装の破損が激しい箇所が新たに確認されたため、舗装の
7,345,080 範囲を延伸する。これに伴い、工事延長L=99.7mからL=110.6mに延伸し、
舗装工A=654.5㎡からA=760.8㎡に増工する。

14,364,000

①撤去を行う前に成分調査を行ったところ、一部仕上げ材にアスベストが
含有していたため追加する。
②什器の撤去を行ったところ、棚の中に薬液が保管されていたため、処分
を追加する。
14,981,760
③アスファルト舗装の下から浄化槽が出てきたため、撤去処分を追加す
る。
④設計図では杭の延長が6.0ｍと4.0ｍであったが、実際は4.0ｍと2.0ｍで
あったため、数量を変更する。

31,968,000

・占用工事により舗装復旧を行う範囲について、占用工事にて区画線設
置を施工することとしたため減変更としたい。また、同地区内の区画線が
38,111,040 きえかけている箇所へ増変更とし、区画線設置工(W=15cm)L=55,100mか
らL=72,469mに、(W=30cm)L=350mからL=732mに、(W=45cm)L=2,300mか
らL=1,534mに変更し、交通の安全を図りたい。

68,735,520

・現地測量の結果、2㎡墓地（7B）の区画について2区画分のスペースが新
たに確保できたため増工する。
・側溝布設工において、当初工事で施工した法面の一部を掘削する必要
69,920,280 があるため、本工事において法面整形工（切土A=170㎡・盛土A=100㎡）
を新規に計上する。
・駐車場の整備において、通行車両の導線を促すとともに、駐車場利用者
の安全確保を図るため、ポストコーン設置工（N=9本）を新規に計上する。

変更契約の内容（第4四半期
案件番号 業務区分名

業種名

平成27年度1月〜3月 変更契約締結分）

工事名(路線等の名称)

工事場所

概要
中・低木施肥 6,539㎡
芝刈工 3,490㎡
緑地内除草工 16,247㎡
清掃工 147,041㎡

当初工期

変更後工期

契約日

植物管理

街路樹維持管理委託
みよし市役所
（市道福谷線他１４路線）

高木剪定 1,222(1,224)本
中・低木剪定 9,557㎡
芝生施肥 958㎡
草刈 1,800㎡
草取工 10,494㎡

植物管理

街路樹維持管理委託
（市道東山台弥栄線他１４ みよし市役所
路線）

高木剪定 1,016(995)本
中・低木剪定 5,442㎡
草刈工 6,338㎡
芝刈工 225㎡

植物管理

街路樹維持管理委託（歩
行者専用道路・駅前広
みよし市役所
場・道路附帯地）

高木剪定 1,202本
中・低木剪定 4,600㎡
芝生施肥 9,736㎡
草刈工 20,340㎡

建設コンサ
361
ルタント

建設コンサル

サンアート大規模改修
（屋上防水・外壁改修）工 みよし市役所
事監理委託

サンアート大規模改修（屋上防水・外壁改修）工事に伴う監理委
託
平成27年 7月 1日 〜 平成27年 7月 1日 〜
【履行期間延長】
平成28年 2月29日
平成28年 3月31日
原履行期間 平成27年7月1日から平成28年2月29日
変更履行期間 平成27年7月1日から平成28年3月31日

平成28年2月26日

869 建設工事

土木工事業

前田緑道整備工事
（前田緑道）

みよし市三好町地内

護岸工 Ａ＝210（180）㎡
ガードフェンス Ｌ＝75（69）ｍ
階段工 Ｎ＝1箇所

299 委託

植物管理

境川緑地管理委託
（境川緑地）

みよし市役所

高木剪定 Ｎ＝60本、低木剪定 Ａ＝2,660㎡、芝刈 Ａ＝
平成27年 4月17日 〜 平成27年 4月17日 〜
180,250㎡、草取 Ａ＝16,140㎡、草刈 Ａ＝125,670㎡、清掃 Ｎ
平成28年 3月22日
平成28年 3月22日
＝-（1）回

893 建設工事

土木工事業

黒笹公園多目的広場人
工芝改設工事
（黒笹公園）

みよし市黒笹町地内

人工芝舗装 Ａ＝7,917(7,578)㎡

平成27年12月 8日 〜 平成27年12月 8日 〜
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

895 建設工事

機械器具設置 処理施設維持管理工事
工事業
（福谷処理区）

みよし市福谷町地内

処理施設機器分解整備 18箇所
処理施設機器更新 5箇所（処理施設機器更新 4箇所）
中継施設機器分解整備 9箇所
中継施設機器更新 2箇所

平成27年11月13日 〜 平成27年11月13日 〜
平成28年 3月22日
平成28年 3月22日

329 委託

330 委託

332 委託

962 建設工事

963 建設工事

48 委託

51 委託

ほ装工事業

土木工事業

舗装修繕工事
（市道打越向野線）

福谷行政区里道整備工
事

331 委託

植物管理

街路樹維持管理委託
（市道三好丘線他１０路
線）

333 委託

植物管理

河川草刈業務委託
（準用河川唐沢川他７河
川）

中・低木施肥 3,700㎡
芝刈工 31,688㎡
緑地内除草工 7,154㎡
清掃工 238,720(230,840)㎡

工事延長 Ｌ＝134.4(116.5)ｍ
舗装工 Ａ＝944.5(873.8)㎡

みよし市福谷町地内

工事延長 Ｌ＝37.0m
側溝工 Ｌ＝33.6(34.8)m
集水桝工 Ｎ＝3基
舗装工 Ａ＝91.4(82.9)㎡
保守点検業務 １式
汚泥試験業務 １式
植栽管理業務 １式

水質試験業務 １式
薬剤補給業務 １式

保守点検業務 １式
薬剤補給業務 １式

水質試験業務 １式
植栽管理業務 １式

みよし市役所

高木薬剤注入 373本
高木剪定 1,386(1,395)本
中木剪定（松）785(795)本 低木施肥 8,623㎡
低木剪定 8,134㎡
芝刈工 7,569㎡
緑地内除草 24,472㎡
草刈工 15,894㎡
清掃 128,852㎡

みよし市地内

河川草刈一般部 143,903.6(147,848.4)㎡
河川草刈河床部 10,709.0㎡
樹木剪定
65.6㎡

345 委託

植物管理

道路草刈管理業務委託
（市道打越黒笹１・２号線 みよし市地内
他）

道路草刈工
道路草刈工
道路草刈工
道路草刈工

408 委託

植物管理

広場緑地保全業務委託
（緑と花のセンター）

芝刈工 13,076㎡
液肥散布工 8,996㎡
張芝工216(400)㎡

建設コンサル

道路詳細設計業務委託
みよし市役所
（都市計画道路蜂ヶ池線）

建設コンサ
599
ルタント

中・低木施肥 5,657㎡
緑地内除草工 17,022(17,568)㎡ 平成27年 4月24日 〜 平成27年 4月24日 〜
清掃工 91,443㎡
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

みよし市打越町地内

莇生処理区処理施設管
浄化槽等清掃・ 理業務委託
みよし市役所
点検
（莇生浄化センター、中継
ポンプ１６施設）
南台処理区処理施設管
浄化槽等清掃・ 理業務委託
みよし市役所
点検
（南台浄化センター、中継
ポンプ１施設）

緑と花のセンター

平成27年 4月24日 〜 平成27年 4月24日 〜
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

打越黒笹１号線 A=13,309㎡
打越黒笹２号線 A=12,644㎡
その他道路附帯地 A=17,740(19,000)㎡
その他道路附帯地 A=616㎡
芝生施肥工 15,949㎡
目土工 12,119㎡

路線測量
Ｌ＝−(0.15)km
現地測量補正
Ａ＝9,000㎡
道路詳細設計
Ｌ＝0.15km
道路詳細設計修正 Ｌ＝0.12(−)km
交差点設計
Ｎ＝1箇所

平成27年 4月24日 〜 平成27年 4月24日 〜
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

平成27年10月30日 〜 平成27年10月30日 〜
平成28年 3月15日
平成28年 3月15日

平成27年12月24日 〜 平成27年12月24日 〜
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

企業名

平成28年2月26日 木戸造園土木株式会社

平成28年2月26日 木戸造園土木株式会社

平成28年2月26日 有限会社孝宗園

変更前契約金額 変更後契約金額

変更理由

28,717,200

交通事故により街路樹2本が破損したため、竹ヶ花三好丘線の高木剪定
28,708,560 [60cm未満]の本数をN=229本からN=227本に変更する。これに伴い、高木
剪定N=1,224本からN=1,222本に変更する。

18,900,000

巡回確認したところ病害虫の発生を確認した。薬剤散布を行うことにより
病害虫防除を行い、樹木の被害をこれ以上拡大させないようにするため、
病害虫防除工（高木管理）N=241本を新規計上し、良好な街路樹の維持
19,019,880
管理を行いたい。また、道路の改良工事等に伴い、高木剪定、緑地内除
草工を変更する。これに伴い、高木剪定N=995本からN=,1016本に増変更
し、緑地内除草工A=17,568㎡からA=17,022㎡に減変更する。

24,300,000

巡回確認したところ病害虫の発生を確認した。薬剤散布を行うことにより
病害虫防除を行い、樹木及び芝生の被害をこれ以上拡大させないように
するため、病害虫防除工（高木管理）N=200本、病害虫防除工（芝生管理）
24,584,040 A=620㎡を新規計上し、良好な街路樹及び芝生の維持管理を行いたい。
中部電力株式会社が行っていた工事の完了に伴い、植栽が復旧されたこ
とにより植栽の管理範囲が広がったため、目土工及び清掃工を増変更と
する。

4,698,000

4,698,000

工事発注後、工事契約者と指定管理者のホーメックス及び担当課との協
議の結果、大小ホール利用日については原則作業を行なわないことと
なった。作業員の配置等を見直し、作業を行ってきたが、悪天候の影響も
あり工期内に完了することができないため延長を行う。

平成28年2月26日 半澤建設株式会社

20,682,000

22,664,880

池の曲線線形に沿った配置検討をしたところ、崩れ石護岸の配置が護岸
基礎部と比べ護岸天端部ではＬ＝3.5ｍ長くなったので、野面石の面積をＡ
＝210.4㎡に増工する。それに伴いガードフェンスの延長Ｌ＝75.2ｍに増工
する。

平成28年3月1日 有限会社マツイワ

27,864,000

大雨等の河川増水時に堆積・散乱するゴミの緑地内清掃工Ｎ＝1回を見
27,658,800 込んでいたが、今年度においては河川増水が発生しなかったため、清掃
工を廃工とする。

61,560,000

78,153,120

18,036,000

・本工事施工中当初計画にあった自動微細目スクリーンNo.1の分解整備
を実施し、試運転調整を行っていた際にNo.2の破損を確認したため、No.2
20,280,240 の分解整備を新規計上する。また、汚泥貯留槽ブロワーの分解整備を行
おうとしたところ機器内部の破損を確認したため、分解整備を取りやめ更
新に変更する。

平成28年3月1日

株式会社岡田建築計画
事務所

東亜道路工業株式会社
名古屋支店

平成28年3月1日 ホーメックス株式会社

平成28年3月1日 大下建設有限会社

近年の夏場の暑さ対応として地域利用や高齢者利用も踏まえ、より温度
抑制効果のある充填剤に変更し、利用者への配慮と利用の効果を高める

5,670,000

工事発注後に舗装の破損が激しい箇所が新たに確認されたため、工事延
長L=116.5mからL=134.4mに延伸し、舗装工A=873.8㎡からA=944.5㎡に増
5,379,480 工する。
1工区における表層工の施工舗装厚を当初t=7㎝で想定していたが、詳細
調査の結果、舗装厚をt=5㎝に変更する。

平成27年12月11日 〜 平成27年12月11日 〜
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

平成28年3月1日 有限会社多香久組

2,700,000

工事発注後、地籍調査事業により官民境界の立会が行われ、道路区域
が確定したため、側溝の布設位置及び舗装の範囲を変更する。これに伴
い、側溝工L=34.8mからL=33.6mに減工し、舗装工A=82.9㎡からA=91.4㎡
2,770,200
に増工する。また、地元行政区及び地権者と立会を行った結果、道路の
拡幅に伴い法面が崩れないようにするため板柵工L=21.9mを新規計上す
る。

平成27年 4月 1日 〜 平成27年 4月 1日 〜
平成28年 3月31日
平成28年 3月31日

平成28年3月3日 株式会社トーブ

5,184,000

・本業務履行中、汚水の汚濁負荷が変動したため、放流水処理を安定さ
5,159,160 せるため薬剤補給の次亜塩素酸ソーダを4,000kgから2,000kg、高分子凝
集剤を30kgから90kgに変更し、良好な水質の確保に努めたい。

平成27年 4月 1日 〜 平成27年 4月 1日 〜
平成28年 3月31日
平成28年 3月31日

平成28年3月3日 株式会社トーブ

4,860,000

・本業務履行中、汚水の汚濁負荷が変動したため、放流水処理を安定さ
3,527,280 せるため薬剤補給のPACを910kgから1,775kgに変更しエタノール及び固
形塩素を廃止する。

平成27年 4月24日 〜 平成27年 4月24日 〜
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

平成28年3月3日 有限会社酒井造園

30,780,000

30,757,320

平成27年 4月24日 〜 平成27年 4月24日 〜
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

平成28年3月3日 有限会社ガーデンテクノ

14,688,000

準用河川茶屋川及び砂後川の改修工事との調整により茶屋川及び砂後
14,359,680 川の草刈工について、一部不要となったため、河川草刈工（一般部）を
A=147,848.4㎡からA=143,903.6㎡に減変更したい。

平成27年 4月24日 〜 平成27年 4月24日 〜
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

平成28年3月3日 野沢建設株式会社

9,288,000

平成27年 5月12日 〜 平成27年 5月12日 〜
平成28年 3月11日
平成28年 3月11日

平成28年3月3日 有限会社マツイワ

7,981,200

平成27年 6月 5日 〜 平成27年 6月 5日 〜
平成28年 3月16日
平成28年 3月16日

玉野総合コンサルタント
平成28年3月3日
株式会社

2,970,000

枯木が確認されたため、街路樹の状況を確認したが、再生の見込める状
態ではなかったため、伐採工N=14本を新規計上する。また、枯木及び他
工事による伐採に伴い高木剪定N=1,395本からN=1,386本に変更し、中木
剪定（松）N=795本からN=785本に変更する。

道路改良工事（市道柿ノ木井ヶ谷線）に伴い、隣接する市道八和田西山
線も整備が行われ３回目の草刈が不要となったたため、３回目の道路草
刈工を廃止する。また、緊急草刈分について、直営で対応することがで
9,079,560
き、緊急での草刈対応が必要なくなったため、緊急草刈を廃止する。以上
より道路草刈工[その他道路附帯地]A=19,000㎡をA=17,740㎡に変更す
る。
降雨後に現地確認したところ、広場全体で排水不良が多く見られたため、
エアレーション工を追加施工し、排水不良の改善を図る。
7,981,200
また、当初芝生が見られなかった裸地の一部で芝生の発生が見られたた
め、張芝の面積を減らす。
・受注者により過去の委託成果の内容を検証した結果、線形決定等に必
要な測量成果について既存のデータが使用できるとの判断であったた
3,218,400 め、路線測量を廃工とする。
・当該路線の整備計画を検討した結果、整備可能な区間を整備し早急に
事業効果の発現を図るため、詳細設計修正を追加計上する。

変更契約の内容（第4四半期
案件番号 業務区分名
971 建設工事

1014 建設工事

829 建設工事

業種名

平成27年度1月〜3月 変更契約締結分）

工事名(路線等の名称)

とび・土工工事 複合施設案内板設置工
業
事

建築工事業

土木工事業

工事場所
みよし市三好町地内

ふるさと会館門扉補修工
みよし市三好町地内
事

河川改良工事
（準用河川茶屋川）

概要
案内標識設置工 ２基

当初工期

変更後工期

平成27年12月18日 〜 平成27年12月18日 〜
平成28年 3月25日
平成28年 3月25日

ふるさと会館門扉補修（脇門、露地門、梅見門、中門）
上記に伴う建築改修工事一式
【変更概要】
平成28年 1月15日 〜 平成28年 1月15日 〜
・中門の添え柱１本・門柱２本の継木補修を取り止め、添え柱４ 平成28年 3月31日
平成28年 3月31日
本の取替を追加する。
・中門に接する白竹塀の控方杖５ヵ所の取替を追加する。

契約日

企業名

平成28年3月3日 三好建設工業株式会社

4,989,600

平成28年3月3日 有限会社園原工務店

1,668,600

みよし市明知町地内

工事延長 Ｌ＝132.2m
立坑設置工 Ｎ＝2箇所
用水付替工（VUφ150） Ｌ＝132.2m

みよし市黒笹町地内

工事延長 Ｌ＝680.0(430.0)m
舗装工 Ａ＝1,640.8(1,343.1)㎡
路上再生路盤工 Ａ＝1,498.7(1,343.1)㎡
区画線工 Ｌ＝1,488.5(1,157.5)m

平成27年12月11日 〜 平成27年12月11日 〜
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

平成28年3月4日

みよし市福谷町地内

工事延長 Ｌ＝538.10(497.50)m
汚水管布設工(VUφ150) Ｌ＝336.85(297.90)m
圧送管布設工(VPφ75) Ｌ＝187.70(188.80)m
0号人孔設置工 Ｎ＝24(21)基
1号人孔設置工 Ｎ＝1基

平成27年 9月30日 〜 平成27年 9月30日 〜
平成28年 3月25日
平成28年 3月25日

平成28年3月7日 株式会社三文

平成28年3月7日 有限会社多香久組

平成27年10月16日 〜 平成27年10月16日 〜
平成28年 3月23日
平成28年 3月23日

平成28年3月4日

黒柳建設株式会社 みよ
し営業所

ほ装工事業

舗装修繕工事
（市道打越黒笹1号線）

809 建設工事

土木工事業

既成市街地公共下水道
管渠築造工事
(下り松地区)

939 建設工事

土木工事業

農業集落排水向管布設
みよし市明知町地内
工事その３（明知処理区）

工事延長 Ｌ＝20.44(20.50)ｍ
汚水管布設工（VUφ150） Ｌ＝19.61(19.67ｍ）ｍ
1号マンホール設置工 Ｎ＝1基
0号マンホール設置工 Ｎ＝1基

平成27年11月27日 〜 平成27年11月27日 〜
平成28年 3月25日
平成28年 3月25日

948 建設工事

造園工事業

街路植栽工事
（都市計画道路中島線）

みよし市三好町地内

高木植栽 Ｎ＝14本
地被植栽 Ｎ＝5,613鉢
土壌改良（ｔ＝5cm平均(10cm)) Ａ＝207.7㎡

平成27年12月11日 〜 平成27年12月11日 〜
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日

平成28年3月7日 有限会社マツイワ

810 建設工事

土木工事業

既成市街地公共下水道
管渠築造工事
（福谷地区その２）

みよし市福谷町及び三
好丘一丁目地内

工事延長 Ｌ＝256.93m
汚水管布設工(開削工)(VUφ250) Ｌ＝72.13m
汚水管布設工(小口径管推進工)(HPφ250) Ｌ＝182.10m
0号人孔設置工 Ｎ＝3基

平成27年 9月30日 〜 平成27年 9月30日 〜
平成28年 3月25日
平成28年 3月25日

平成28年3月8日

828 建設工事

土木工事業

河川改修工事
（準用河川砂後川）

みよし市三好町地内

工事延長
護岸工
階段工
排水工

平成27年10月16日 〜 平成27年10月16日 〜
平成28年 3月25日
平成28年 3月25日

平成28年3月8日 野沢建設株式会社

補償コンサル

物件補償調査業務委託
みよし市役所
（都市計画道路蜂ヶ池線）

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）

平成27年 6月 5日 〜 平成27年 6月 5日 〜
平成28年 3月23日
平成28年 3月23日

平成28年3月9日

通所型介護予防事業委
託
（みよし市内）

二次予防事業対象者を対象とした通所型介護予防教室の実施
１ 運動器機能向上プログラム 2教室30（50）名
２ 口腔機能向上プログラム
2教室21（30）名
平成27年 6月26日 〜 平成27年 6月26日 〜
【変更内容】
平成28年 3月18日
平成28年 3月18日
運動器機能向上プログラムのアセスメントの数量について△20
名分とする。口腔機能向上プログラムのアセスメントの数量につ
いて△9名分とする。

946 建設工事

598

建設コンサ
ルタント

661 委託

947 建設工事

その他業務委
託

土木工事業

緊急雨水対策工事
（根浦川）

みよし市役所

土木工事業

打越行政区里道整備工
事

37,692,000

農道管理者と協議した結果、下層路盤工の厚さを変更する。工事発注
41,675,040 後、立合や調査の結果、公共ます設置位置変更の必要性があるため、工
事延長を延伸する。
・舗装本復旧前に他埋設管管理者と立会協議の結果、上水道管の移設
が必要となることがわかったため、掘削範囲が変更となり舗装工61㎡を81
㎡に変更する。また、現場の発生土の状態がよかったため当初計画の埋
め戻し土の改良土を発生土に変更する。

2,700,000

2,579,040

5,821,200

・現地土質の確認をしたところ、当初の想定より土質が悪かったため土壌
改良添加量と施工厚を変更し、現地土質に合わせた土壌改良を行いた
5,974,560 い。
・現地精査の結果、移植可能な低木が当初の想定より多いと判明したた
め、移植工を増工する。

41,148,000

県道管理者へ道路占用申請を行った結果、通行車両および隣接店舗利
42,050,880 用者の安全を確保するよう指示があったため、区画線工および交通誘導
員を増工する。

67,500,000

67,064,760

土地区画整理組合と協議した結果、区画整理事業の影響範囲について
表層工および種子散布工を廃工し、手戻りのない施工を行いたい。
無筋構造物取り壊しおよび大型土のう撤去工について実測により減工す
る。

1,728,000

934,200

建物・工作物の調査積算について、調査対象建物の所有者と協議・交渉
を行った結果、外業に係る調査を廃工とする。

2,106,000

2,044,921

通所型介護予防教室の参加人数が少なく、実績数に合わせるため変更
する。

平成27年 9月11日 〜 平成27年 9月11日 〜
平成28年 3月25日
平成28年 3月25日

平成28年3月14日 有限会社ミヨシ設備

31,860,000

31,775,760

平成27年11月13日 〜 平成27年11月13日 〜
平成28年 3月25日
平成28年 3月25日

平成28年3月15日 有限会社岩城建設

7,236,000

工事延長 Ｌ＝451.80(451.90)m
汚水管布設工(VUφ150) Ｌ＝441.46(441.56)m
0号人孔設置工 Ｎ＝11基
1号人孔設置工 Ｎ＝2基

みよし市打越町地内

工事延長 Ｌ＝134.26ｍ
側溝工PU-3(250-250) Ｌ＝133.1(137.2)ｍ
横断暗渠工300A Ｌ＝5.3(6.2)ｍ
横断暗渠工250 Ｌ＝4.9(3.4)ｍ
集水桝工 Ｎ＝5箇所
舗装工 Ａ＝265.4(232.3)㎡

三好西部地区公共下水
道管渠築造工事
（第S83工区）

15,876,000

当該道路は大型トラック等の交通量が多く、路面の破損状況が当初設計
時より激しいため、舗装工A=1343.1㎡からA=1640.8㎡に延伸する。また、
良好な路面を維持するため、路上再生路盤工A=1343.1㎡から1498.7㎡
18,396,720
に、区画線工L=1157.5mをL=1488.5mに増工する。土の試験結果により、
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、アスファルト乳剤の添加量を変更する。

53,460,000

みよし市福田町及び明
知町地内

土木工事業

平成28年3月9日 株式会社アクトス

78,300,000

・県水の仮回し工について、既設管の損傷を防ぐため、土留工を鋼矢板の
打込みから軽量鋼矢板の建込みへ変更する。
・地盤改良工の薬液注入について、事業の進捗を図るため、施工本数を
92,792,520 N=67本からN=98本へ増工する。
・県道地中内の重力式擁壁について、薬液注入工、農水付替え工及び県
水仮回し工の施工に支障となるため、既設擁壁の撤去処分を新規計上す
る。

平成28年3月14日 半澤建設株式会社

平成27年 8月 7日 〜 平成27年 8月 7日 〜
平成28年 3月25日
平成28年 3月25日

793 建設工事

玉野総合コンサルタント
株式会社

補修工事を進める中で、添え柱・門柱・白竹塀の控方杖の腐敗状況・強度
確認の結果を受け、中門の添え柱１本・門柱２本の継木補修を取り止め、
添え柱４本の取替を追加し、中門に接する白竹塀の控方杖５ヵ所の取替
を追加する。

県道管理者および市道管理者と協議した結果、工事施工範囲を変更す
る。
58,394,520 市道八和田西山線については、隣接企業の出入りが多く既設舗装状態が
悪いため、表層工および基層工を耐流動性Asへ変更する。
CBR試験を行った結果、路上再生路盤工(t=13cm)を新規計上する。

工事延長 Ｌ＝249.9(245.3)m
PU1型側溝工 Ｌ＝50.9m PU2型側溝工 Ｌ＝82.3(92.5)m
PU3型側溝工 Ｌ＝106.0(126.9)m L型擁壁工 Ｌ＝43.87m
車道舗装 Ａ＝2040.38(1,963.01)㎡
歩道舗装 Ａ＝146.4(150.30)㎡
コンクリート舗装 Ａ＝207.3(166.19)㎡
転回路舗装 Ａ＝208.14㎡
路床改良工 Ａ＝738.40(976.27)㎡

土木工事業

南野建設株式会社 名古
屋支店

1,841,400

18,792,000

平成27年12月11日 〜 平成27年12月11日 〜
平成28年 3月30日
平成28年 3月30日

734 建設工事

株式会社佐藤渡辺 みよ
し営業所

変更理由
・舗装本復旧に道路管理者と協議の結果、工事箇所による舗装影響が
あった箇所の舗装復旧範囲となったため15㎡から7.8㎡に変更する。ま
5,033,880
た、工事期間中の交通流への影響をできる限り小さくするため、交通誘導
警備員の配置人数を変更し、工事の円滑な進捗と交通安全を図りたい。

測量により堆積土があることが判明し、地山の掘削に堆積土が支障とな
るため、堆積土の場内移動及び地山掘削後の堆積土埋戻しV=270m3を
新規計上する。
適正な調整池容量を確保するために今回掘削する区域の堆積土の土量
23,299,920
に相当する地山の掘削土量を増工し、総掘削土量をＶ＝1,957m3に増工
する。
工事車両出入口に交通誘導員を計上していたが、一般の通行車両が少
なく、安全に配慮して出入りすることとしたため、交通誘導員を廃工する。

調整池掘削 Ｖ＝1,957(1,533)m3

みよし市根浦町地内

交差点改良工事
（市道柿ノ木井ヶ谷線・市 みよし市明知町地内
道八和田西山線）

908 建設工事

Ｌ＝172.8m
Ｌ＝282.3m Ｈ＝3.5m
Ｎ＝1箇所
Ｎ＝1箇所

変更前契約金額 変更後契約金額

平成28年3月10日 岡本組株式会社

地元関係者と立合の結果、公共ます設置工をN=1基減工する。農道管理
者と協議の結果、路盤工の厚さを変更する。
当初起終点で交通誘導員を予定していたが、誘導看板や工事案内看板
で対応ができたため、減員する。

近隣関係者と協議したところ、既設との取合いから舗装復旧範囲を増工
7,819,200 する。また、次年度以降も工事を行っていくことから、手戻りの少ないよう
側溝工を減工する。

変更契約の内容（第4四半期
案件番号 業務区分名

1007 建設工事

481 建設工事

491 委託

492 委託

863 建設工事

355 建設工事

356 建設工事

897 建設工事

業種名

管工事業

平成27年度1月〜3月 変更契約締結分）

工事名(路線等の名称)

工事場所

総合体育館シャワー室温
みよし市三好町地内
水器設置工事

概要
総合体育館シャワー室
−(本館１階２ヶ所 ２階２ヶ所 武道場１階２ヶ所)
電気温水器貯湯式屋外設置タイプ370L −(２)台
電気温水器貯湯式屋外設置タイプ460L −(３)台
ガス瞬間湯沸し器ＬＰガス用 ３（−）台
上記に伴う機械設備工事一式

当初工期

変更後工期

平成28年 1月29日 〜 平成28年 1月29日 〜
平成28年 3月30日
平成28年 3月30日

建築工事業

（仮称）みよし市図書館学
みよし市三好町地内
習交流プラザ建設工事

鉄筋コンクリート造地上３階地下１階
建築面積2,652.64㎡ 延床面積7,048.38㎡
上記に伴う建築工事、電気設備工事、機械設備工事一式
【変更概要】
①木製腰板桧台形集成材を、杉無節集成材に変更する。
②給水引込工事を追加する。
③太陽光モニター設備を追加する。

その他業務委
託

小学校施設総合維持管
理業務委託
（市内８小学校）

みよし市役所

【変更概要】
・7小学校ガスヒートポンプ保守点検業務
緑丘小学校ヤンマー製28.0kW（7GG2303N)）を2台から1台に変 平成27年 2月13日 〜 平成27年 2月13日 〜
更
平成30年 3月31日
平成30年 3月31日
・小学校自家用電気工作物保安管理業務
天王小学校の設備容量を105kVAから125kVAに変更

みよし市役所

【変更概要】
・中学校ガスヒートポンプ保守点検業務
北中学校サンヨー製45.0kW（0019528）の保守期間を4〜7月とし
回数を3回から1回に変更。
南中学校アイシン製28.0kW（003119）の保守期間を4〜8月とし 平成27年 2月13日 〜 平成27年 2月13日 〜
回数を3回から1回に変更。
平成30年 3月31日
平成30年 3月31日
・中学校自家用電気工作物保安管理業務
設備容量を三好中150kVAから175kVA、北中130kVAから
175kVA、南中80kVAから100kVA、三好丘中25kVAから45kVA
（非常用）に変更。

その他業務委
託

中学校施設総合維持管
理業務委託
（市内４中学校）

平成26年 5月16日 〜 平成26年 5月16日 〜
平成28年 3月31日
平成28年 3月31日

契約日

企業名

平成28年3月15日 有限会社ミヨシ設備

平成28年3月18日 名工建設株式会社

平成28年3月22日 大成株式会社

平成28年3月22日 大成株式会社

変更前契約金額 変更後契約金額

7,743,600

貯湯式電気温水器の納期に期間がかかることが判明したため、工期内完
7,959,600 了を検討した結果、既設配管が利用でき、納期の短縮ができるガス瞬間
湯沸し器に変更する。

2,597,841,720

①実物サンプルにて検討した結果、今後の管理がしやすいように腰板の
材質を変更する。
②現在休止となっている、旧中央公民館の水道メーターを移設する事で
2,607,787,440 メーターの権利金を払う必要が無くなり、費用を抑えることができることか
ら給水引込工事を追加する。
③発電量のデーター収集及び環境配慮のため、日射量・発電量を表示で
きる太陽光モニター設備を本工事に追加する。

42,845,577

23,436,000

北中学校コンピュータ教室系統の室外機故障に伴う機器の更新を行った
ことにより、既存機器の保守点検が必要なくなったため。別で発注した南
中学校空調機設置工事において、会議室系統の室外機の更新を行ったこ
23,485,965
とにより、既存機器の保守点検が必要なくなったため。別で発注した中学
校空調機設置工事において、キュービクルの改修を行ったことにより、設
備容量が増量したため。

91,260,000

・工期延期について、本工事施工箇所にある支障物件の移転調整に時間
を要したため、当初計画より施工時期が遅れることとなったため、工期を
延期する。 また、当初予定していたA1橋台からA2橋台への連続施工を
93,256,920 行うことができなくなったため、重機回送 N=1回からN=2回へ変更する。
・仮設足場工について、施工方法を受注者と検討したところ、安全対策の
ためA1橋台設置に伴う仮設足場、A2橋台設置に伴う仮設足場が必要と
なったため、仮設足場工 N=1式を新規計上する。
①当初の予定では東側キャノピーの改修は除外していたが、一部天井が
剥がれていることから改修が必要と判断し追加する。
②タイル面の水垢を高圧洗浄ではとることができず、薬剤での洗浄が必
206,545,680
要と判断し、追加する。
③外壁補修範囲について足場設置後に調査し、補修部分の面積が確定
したため追加する。

街路新設改良工事
（都市計画道路平池天王 みよし市三好町地内
台線）

建築工事業

サンアート大規模改修
（屋上防水・外壁改修）建 みよし市三好町地内
築工事

ホール屋根等：ウレタン塗膜防水 ロビー、エントランスプラ
ザ：改良アスファルト系シート防水 タイル面：一部貼替、クラッ
ク補修、浮き補修、保護材塗布
塗装面：複層塗材吹付
平成27年 7月 1日 〜 平成27年 7月 1日 〜
【変更概要】
平成28年 2月29日
平成28年 3月31日
①東側キャノピーの改修を追加する。
②タイル面水垢の薬品洗浄を追加する。
③外壁補修範囲を変更する。

平成28年3月24日 名鉄環境造園株式会社

199,614,240

電気工事業

サンアート大規模改修
（屋上防水・外壁改修）電 みよし市三好町地内
気工事

【変更概要】
①エントランス足元灯（Ｄ）及びPF管を追加する。
②エントランス照明（Ａ）を追加する。
【工期変更】
原工期
平成27年7月1日から平成28年2月29日
変更工期 平成27年7月1日から平成28年3月31日

平成28年3月24日 石黒電気工事有限会社

5,076,000

北中学校エレベーター棟
みよし市三好丘桜地内
増築工事

エレベーター棟鉄骨造4 階建81.22 ㎡ エレベーター15 人乗1
台
上記に伴う建築工事、電気設備工事一式
【変更概要】
平成27年11月13日 〜 平成27年11月13日 〜
①表層地盤改良を追加する。
平成28年 3月31日
平成28年 3月31日
②エキスパンションジョイント金物をアルミ製からステンレス製に
変更する。
③既設汚水排水管の迂回を追加する。

建築工事業

平成27年10月30日 〜 平成27年10月30日 〜
平成28年 3月28日
平成28年 5月31日

平成27年 7月 1日 〜 平成27年 7月 1日 〜
平成28年 2月29日
平成28年 3月31日

平成28年3月23日 野沢建設株式会社

平成28年3月24日 有限会社大平建築

・本来、緑丘小学校ヤンマー製28.0kW（7GG2303N)の数量は1台であった
が誤って2台で積算をしてしまったため。
・別で発注した天王小学校大規模改修工事において、キュービクルの改
修を行ったことにより、設備容量が増量したため。

42,876,000

橋梁下部工 一式
場所打杭工 Ｎ＝28本
護岸工 Ｌ＝106.56m
１号重力式擁壁工 一式
《元工期》 平成27年10月30日から平成28年3月28日
《変更工期》 平成27年10月30日から平成28年5月31日

土木工事業

変更理由

36,180,000

5,286,600

①エントランス花壇が復旧されたことに伴い足元灯を追加する。
②エントランスの形状変更に伴いエントランス照明を追加する。

①基礎施工に伴い載荷試験を行ったところ、必要な地耐力が不足する事
が判明したため、地盤改良を追加する。
②施工業者と協議した結果、給食配膳車が通過するにはアルミ製金物で
38,105,640
は強度的に不安がある事が判明したため、ステンレス製に変更する。
③基礎施工に伴い掘削を行ったところ、汚水配管が施工範囲に干渉する
ため配管の迂回を追加する。

