変更契約の内容（第1・2四半期
案件番号 業務区分名

工事名(路線等の名称)

平成28年4月〜9月 変更契約締結分）
工事場所

当初工期

変更後工期

契約日

企業名

平成28年4月11日

株式会社パスコ 名古屋
支店

8,100,000

三好中学校・三好丘中学
校オリエンテーション合宿
みよし市役所
バス借上（〜旭高原少年
自然の家他）

三好中学校・三好丘中学校オリエンテーション合宿バス借上
三好中学校〜旭高原少年自然の家
三好丘中学校〜美浜少年自然の家
（大型バス延べ25台→23台）

平成28年 4月 1日 〜 平成28年 4月 1日 〜
平成28年 5月10日
平成28年 5月10日

平成28年4月28日

名鉄観光サービス株式会
社 豊田支店

1,583,357

設計書作成当時の予定クラス数をバス借上台数として設計したが、その
1,479,428 後の転出等により三好丘中学校が1クラス減少したため、借上台数を延べ
2台（往復1台ずつ）減らす。

南部小学校プール改修工
みよし市明知町地内
事

プールサイド：防滑性ビニル床シート
プール槽：プール専用塗料アクリルウレタン仕上げ
上記に伴う防水工事一式
【変更概要】
・足洗場通路に防滑性ビニル床シート貼りを追加

平成28年 4月28日 〜 平成28年 4月28日 〜
平成28年 6月17日
平成28年 6月17日

6,868,800

7,064,280

平成28年6月13日 株式会社丸天産業

122,962,428

122,962,428

図書館学習交流プラザでの各備品の設置場所、機能、構造について当初
の予定から実際の導線、運用に合わせるため導入物品の変更を行う。

平成28年6月27日 野沢建設株式会社

3,456,000

4,436,640

・現況舗装厚を確認したところ、当初見込んでいた舗装厚5cm以上に既設
舗装厚があり、その厚みがt=12.8cmであった。そのため、舗装撤去厚
t=5cmをt=12.8cmに変更する。また、それに伴い不足分について、路盤工
t=7.8cmを新規計上する。

1,425,195

平成28年7月10日（日）執行予定の参議院議員通常選挙について、平成
28年6月23日（木）を想定していた公示日が一日早まり、平成28年6月22日
1,509,030
（水）に公示となった。これにより、期日前投票の投票期間が16日間から
17日間となったため。

2,408,400

2,434,320

・試掘を行ったところ、他占用物が支障となることが判明した。そのため、
支障とならないよう集水桝の設置位置の変更及び深さを□500×550から
□500×850へ深くする。それに伴い側溝工(PU3-300)L=33.2mをL=32.0m
に変更し、舗装工A=54.0㎡をA=56.6㎡に変更する。

4,320,000

4,554,360

将来施設管理者と協議した結果、案内標識の形状を変更する。
現地詳細測量の結果、インターロッキングブロック工を増工する。
既設舗装版厚が当初の想定より厚いことが判明したため、舗装版取り壊
し厚を変更する。

280 建設工事

防水工事業

443 物品

文房具・事務用 みよし市図書館学習交流 みよし市図書館学習交
機器
プラザ備品
流プラザ

367 建設工事

舗装工事業

舗装修繕工事（市道寺ノ
前三好丘線他1路線）

487 委託

受付

参議院議員通常選挙期
日前投票受付業務委託
（みよし市役所）

444 建設工事

土木工事業

482 建設工事

みよし市役所

テーブル、ソファー、机、椅子、棚、ロッカー、図書館サイン、ガラ
スケース等
平成28年 6月15日
【変更概要】協議による備品の変更、仕

平成28年 6月15日

平成28年6月7日 株式会社寺島塗装店

みよし市福谷町地内

工事延長 Ｌ＝109.9m
舗装工 Ａ＝669.6㎡
区画線工 Ｌ＝335.5m

平成28年 5月13日 〜 平成28年 5月13日 〜
平成28年 7月29日
平成28年 7月29日

みよし市役所

参議院議員通常選挙に係る期日前投票受付業務
【変更概要】
・公示日の前倒しに伴い、業務期間を１日追加

平成28年 5月27日 〜 平成28年 5月27日 〜
平成28年 7月29日
平成28年 7月29日

側溝整備工事（市道打越
みよし市打越町地内
本地線）

工事延長 Ｌ＝34.0m
側溝工 Ｌ＝(33.2)32.0m
集水桝工 Ｎ＝1基
舗装工 Ａ＝(54.0)56.6㎡

平成28年 5月20日 〜 平成28年 5月20日 〜
平成28年 8月12日
平成28年 8月12日

土木工事業

情報の道整備工事

インターロッキングブロック工 Ａ＝107.2(105.1)㎡
ボラード Ｎ＝14本

平成28年 5月27日 〜 平成28年 5月27日 〜
平成28年 9月16日
平成28年 9月16日

平成28年7月12日 岡本組株式会社

368 建設工事

土木工事業

河川改良工事（準用河川
みよし市明知町地内
茶屋川）

工事延長 Ｌ＝24.0m
箱形ルーフ推進工 Ｌ＝22.0m
(---)薬液注入工 L=20.5m

平成28年 6月30日 〜 平成28年 6月30日 〜
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

大豊建設株式会社 名古
平成28年8月10日
屋支店

415 委託

コンピュータ
サービス

財務会計システム保守等
みよし市役所
業務委託

財務会計システムの保守等業務委託
【変更概要】
平成24年10月 1日 〜 平成24年10月 1日 〜
・財務会計システム内に「公会計連携」機能を追加導入したこと 平成30年 9月30日
平成30年 9月30日
に伴う保守範囲の追加

株式会社日立製作所 中
平成28年8月23日
部支社

445 建設工事

土木工事業

側溝整備工事（市道東谷
みよし市明知町地内
清水池浦線）

工事延長 Ｌ＝76.5m
側溝工(PU3-300A) Ｌ＝72.8(71.5)m
舗装工(再生密粒度As t=5cm) Ａ＝66.9(60.4)㎡

平成28年8月25日 有限会社多香久組

南部小学校中庭改修工
事

みよし市明知町地内

中庭・南庭インターロッキングブロック舗装補修
中庭を通る昇降口前から受水槽までの給水管取替
上記に伴う建築改修工事一式
【変更概要】
・地中給水管取替を11ｍ追加する。
・中庭樹木撤去を1箇所取り止める。
・ツリーサークル新設を1箇所追加する。
・中庭樹木の剪定を4箇所追加する。

みよし市打越町地内

南中学校普通教室の蛍光灯をＬＥＤ照明に取替
上記に伴う電気設備工事一式
【変更概要】
平成28年 7月29日 〜 平成28年 7月29日 〜
・1年5組教室の照明器具を8台取付けから2台連結型16台取付 平成28年 9月16日
平成28年 9月16日
けに変更
・全２８教室の黒板灯について天井吊具を追加

みよし市三好丘地内

三好丘小学校駐車場整備工事
【変更概要】
・フェンス設置工L＝30.0m及び地盤の安定処理工Ａ＝231.2㎡を
追加
平成28年 7月 1日 〜 平成28年 7月 1日 〜
・公共枡及び水道メーターの嵩上工、防護工及び移設工を追加 平成28年 9月30日
平成28年 9月30日
・フェンス設置に伴う施工面積の変更
（舗装工Ａ＝1.2㎡増、路盤工Ａ＝24.3㎡減、防草シート設置工Ａ
＝26㎡増）

643 建設工事

607 建設工事

建築工事業

電気工事業

土木工事業

変更理由

平成27年 5月29日 〜 平成27年 5月29日 〜
平成28年12月20日
平成29年 3月20日

旅客業

399 建設工事

変更前契約金額 変更後契約金額

地震災害が発生した際に最短で業務の復旧を行うためのBCP
（業務継続計画）に係る策定業務

ＢＣＰ（業務継続計画）策
定業務委託

39 委託

概要

みよし市BCP（業務継続計画）の策定にあたっては、「地震発災時におけ
る地方公共団体の業務継続の手引きとその解説（平成22年４月）」と「市
町村のための業務継続計F3:M5画作成ガイド（平成27年５月 内閣府）」を
8,100,000 指針として、周辺地の既往計画なども参考にしながら策定を進めてきまし
たが、平成28年２月に新しい指針「大規模災害発生時における地方公共
団体の業務継続の手引き」が内閣府から発表され、最新の知見を踏まえ
た計画を策定する必要があるため。

建設コンサル

429

建設コンサ
ルタント

業種名

南中学校普通教室照明
取替工事

三好丘小学校駐車場整
備工事

みよし市三好町地内

平成28年 5月20日 〜 平成28年 5月20日 〜
平成28年 9月16日
平成28年 9月16日

平成28年 5月27日 〜 平成28年 5月27日 〜
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日

平成28年6月27日 大成株式会社

平成28年7月6日 有限会社岩城建設

平成28年8月31日 有限会社信友建設

平成28年9月1日 ユタカ電気株式会社

平成28年9月5日 半澤建設株式会社

学校との打合せにより、児童の安全対策のため、足洗場通路に防滑性ビ
ニル床シート貼りを追加する。

115,344,000

・鏡切の予備調査を行ったところ、地下水が確認されたため、箱形ルーフ
推進工を施工する際に、砂レキ層の切羽部の自立が困難である恐れがあ
120,297,960 ることが判明した。切羽部の自立を確保し、施工上の安全を確保するとと
もに、推進工の上部にある県道名古屋岡崎線の通行の安全を確保するた
め、薬液注入工L=20.5mを新規計上する。

19,305,000

総務省からの要請に基づく新地方公会計制度を導入するに当たり、財務
会計システムに「公会計連携」機能を新たに追加した。
19,845,000 今回機能追加部分は現行機器の機能を拡張したものであり、保守の内容
を切り分けることが困難であるため、現行機器保守契約の保守範囲を追
加することで対応を行う。

4,158,000

4,194,720

現地精査の結果、隣接地と高低差が生じる箇所については側溝への土砂
の流出が予測されるため板柵工を新規計上し、土砂の流出を防止、維持
管理手間の低減を図る。
また、側溝工および舗装工を増工する。

10,260,000

・インターロッキング撤去後、地中給水管に設計延長以上の範囲で劣化が
確認できたため取替を11ｍ追加する。
・学校側の要望があり、担当課と協議の結果、枝枯れによる樹木の撤去
10,389,600
を3本予定していたが、そのうち1本からは新芽が出てきたため残すことと
し、ツリーサークルを1箇所追加する。
・ツリーサークル新設に伴い、影響の出る樹木4本の剪定を追加する。

5,977,800

１年５組教室について、既設蛍光灯と入替える形でＬＥＤ化の設計を行い、
十分な照度を確保できると考えていたが、現在の推奨照度に満たなかっ
たため照明器具を８台取付けから２台連結型１６台取付けとし、推奨照度
を確保するため。
6,396,840
また、全２８教室の黒板灯について、天井への据付位置調整により黒板全
体の照度確保が可能と見込んでいたが、天井据付において、照度確保可
能な位置の天井が構造的に天井据付できないところであったため、天井
吊具を追加して黒板全体の照度を確保するため。

3,996,000

隣接地権者及び地元との調整を行ったところ、フェンスを設置することと
なったため、フェンス設置工及びこれに伴う施工面積の変更を行う。（舗装
工Ａ＝1.2㎡増、路盤工Ａ＝24.3㎡減、防草シート設置工Ａ＝26㎡増）
5,162,400 また、試掘による現地確認の結果、地盤が軟弱だったことと、公共枡及び
水道メーターが埋没していたことから、安定処理231.2㎡を新規計上し、公
共枡の嵩上工２ヵ所、公共枡の防護工１ヵ所及び水道メーターの移設工
１ヵ所を新規計上する。

変更契約の内容（第1・2四半期
案件番号 業務区分名

281 建設工事

633 建設工事

374 建設工事

375 建設工事

378 建設工事

483 建設工事

379 建設工事

380 建設工事

381 建設工事

業種名

工事名(路線等の名称)

平成28年4月〜9月 変更契約締結分）
工事場所

概要

当初工期

変更後工期

建築工事業

給食センター調理場天井
みよし市三好町地内
耐震化等改修(１期）工事

学校給食センター 鉄骨造２階建 延床面積3,314.52㎡
下処理室：天井耐震化改修
洗浄室・配膳室他：外部建具改修
空調設備改修、屋外型キュービクル改修
【変更概要】
平成28年 5月20日 〜 平成28年 5月20日 〜
①洗浄室の室外機置場を建物北側から受水槽南側に変更。そ
平成28年 9月16日
平成28年 9月16日
れに伴う配管用横断側溝の追加
②キュービクルの増設を既設キュービクルの改修に変更
③玄関トップライトのシーリングの打ち替え
④照明器具及び空調の吹出し口をパンカルーバーから二重ノズ
ル型に変更

土木工事業

莇生行政区里道整備工
事

みよし市莇生町地内

工事延長 Ｌ＝71.3m
側溝工 Ｌ＝(62.9)63.7m
集水桝工 Ｎ＝1基
舗装工 Ａ＝(102.6)134.4㎡

平成28年 7月15日 〜 平成28年 7月15日 〜
平成28年10月28日
平成28年10月28日

みよし市三好町地内

普通教室19室
室内機：天井吊形19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】
・天井内、教室と廊下間の防火区画処理を取りやめ
・GHP-3（室外機）の設置位置を廊下北側から設備スペース北
側に変更

平成28年 5月27日 〜 平成28年 5月27日 〜
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日

みよし市三好町地内

普通教室19室
室内機：天井吊形19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取替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】
・天井内、教室と廊下間の防火区画処理を取りやめ
・動力幹線を地中配管から露出配管に変更

平成28年 5月27日 〜 平成28年 5月27日 〜
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日

みよし市明知町地内

普通教室18室
室内機：天井吊形17台
室外機：ガスヒートポンプ式エアコン室外機4基
空冷ヒートポンプ式エアコン1組
上記に伴う機械設備工事一式
【変更概要】
・天井内、教室と廊下間の防火区画処理を取りやめ
・職員室内、計装盤の設置を取りやめ

平成28年 5月27日 〜 平成28年 5月27日 〜
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日

みよし市三好町地内

側溝工（PU3-250）Ｌ＝34.0(52.7)ｍ
集水桝工（B500-L500-H550）Ｎ＝2箇所
空隙貯留浸透施設 Ｎ＝1箇所
舗装工（透水性As）Ａ＝642.8(626.9)㎡
目隠しフェンス工（Ｈ＝1.8ｍ） Ｌ＝18.0（16.0）ｍ
メッシュフェンス工（Ｈ＝1.8ｍ）Ｌ＝35.0（36.5）ｍ

管工事業

電気工事業

管工事業

土木工事業

電気工事業

管工事業

電気工事業

中部小学校普通教室空
調機設置（機械）工事

中部小学校普通教室空
調機設置（電気）工事

南部小学校普通教室空
調機設置（機械）工事

職員駐車場（西）整備工
事

南部小学校普通教室空
調機設置（電気）工事

天王小学校普通教室空
調機設置（機械）工事

天王小学校普通教室空
調機設置（電気）工事

契約日

企業名

変更前契約金額 変更後契約金額

変更理由

65,880,000

①洗浄室の空調機の配管をピット内に配管する計画であったが、ピット内
の構造が複雑で施工が困難なため室外機置場を変更する。
②キュービクルを増設する計画であったが、既設の電気容量で支障がな
い事が分かったため既設の改修に変更する。
65,054,880
③玄関上部からの雨漏れが見つかったため漏水防止を追加する。
④揚げ焼き物室の空調機用ダクト配管を検討した結果、予定より天井が
下がるため、既設照明器具を厚さに薄いタイプに取り換える。また空調の
吹出口も変更する。

3,456,000

・地権者立会いを行ったところ、本工事隣接箇所の既設集水桝部を改修
するよう地元からの要望があった。そのため、不要となる既設集水桝を撤
3,744,360
去し、自由勾配側溝工(300×500)L=0.8mを新規計上する。また、その変
更に伴い舗装復旧範囲をA=102.6㎡からA=134.4㎡に変更する。

平成28年9月16日 株式会社増岡水道設備

51,516,000

天井点検口を設置後、天井内を確認したところ、教室と廊下間の防火間
仕切りが存在していなかったため、防火区画処理を取りやめる。
51,058,080
学校と協議の結果、GHP-3の設置位置を廊下北側から設備スペース北側
に変更する。

平成28年9月16日 石黒電気工事有限会社

21,060,000

20,286,720

平成28年9月16日 株式会社愛三工業

43,848,000

天井点検口を設置後、天井内を確認したところ、教室と廊下間の防火間
仕切りが存在していなかったため、防火区画処理を取りやめる。
43,599,600 職員室内に計装盤を設置し、機器を収納する予定であったが、学校と協
議の結果、計装盤内に収納されていると管理しづらいとのことから取りや
める。

平成28年 6月10日 〜 平成28年 6月10日 〜
平成28年10月17日
平成28年10月17日

平成28年9月16日 三好建設工業株式会社

12,139,200

土地所有者と協議の結果、雨水の排水経路の変更、隣地邸宅部分への
12,972,960 配慮、防犯対策などのため条件に適合したフェンス、側溝などの施工を行
うため。

みよし市明知町地内

普通教室18室
室内機：天井吊形17台
室外機：ガスヒートポンプ式エアコン室外機4基
空冷ヒートポンプ式エアコン1組、屋外型キュービクル取替、
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】
・天井点検口の設置を取りやめ
・天井内、教室と廊下間の防火区画処理を取りやめ

平成28年 5月27日 〜 平成28年 5月27日 〜
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日

平成28年9月19日 ユタカ電気株式会社

21,168,000

20,901,240

別途契約の機械設備工事にて設置した天井点検口があり、電気工事にて
新たに設置する必要がなくなったため取りやめる。
工事発注後、天井内を確認したところ、教室と廊下間の防火間仕切りが存
在していなかったため、防火区画処理を取りやめる。

みよし市三好町地内

普通教室23室 室内機：天井吊形23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】
・天井内、教室と廊下間の防火区画処理を取りやめ
・空調機集中管理用の渡り配線を追加

平成28年 6月10日 〜 平成28年 6月10日 〜
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日

平成28年9月19日 株式会社川島鉄工所

39,852,000

39,852,000

天井点検口を設置後に天井内を確認したところ、教室と廊下間の防火間
仕切りが存在していなかったため、防火区画処理を取りやめる。
今回設置する空調機にて集中管理を行うためには、室内機の渡り配線が
必要になったため追加する。

みよし市三好町地内

普通教室23室
室内機：天井吊形23台
室外機：ガスヒートポンプ式エアコン室外機6基
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】
・南校舎配線経路を外部配管から天井内配線に変更
・天井内、教室と廊下間の防火区画処理を取りやめ

平成28年 6月10日 〜 平成28年 6月10日 〜
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日

平成28年9月19日 ユタカ電気株式会社

7,063,200

6,791,040

当初の予定では、外部にて配管を取り回す予定であったが、調査の結
果、天井内にて配線が施工可能なことから、配管経路を変更する。
天井点検口を設置後、天井内を確認したところ、教室と廊下間の防火間
仕切りが存在していなかったため、防火区画処理を取りやめる。

平成28年 5月27日 〜 平成28年 5月27日 〜
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日

平成28年9月19日 有限会社ミヨシ設備

39,096,000

39,173,760

今回設置する空調機にて集中管理を行うためには、室内機の渡り配線が
必要になったため追加する。

平成28年 7月15日 〜 平成28年 7月15日 〜
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日

平成28年9月23日 有限会社柴田組

1,414,800

1,543,320

地元関係者と協議の結果、雑草防除のため既設境界ブロックを取り壊し、
境界部分にコンクリートを施工することとしたため

382 建設工事

管工事業

三吉小学校普通教室空
調機設置（機械）工事

みよし市三好町地内

普通教室16室
室内機：天井吊形16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】
・空調機集中管理用の渡り配線を追加

634 建設工事

とび・土工工事 利用者駐車場（北）整備
業
工事

みよし市三好町地内

目隠しフェンス（Ｈ＝1.8ｍ）Ｌ＝23.0ｍ
張りコンクリート工（ｔ＝10cm）Ａ＝11.9㎡

平成28年9月12日 滝藤建設株式会社

平成28年9月14日 野沢建設株式会社

天井点検口を設置後、天井内を確認したところ、教室と廊下間の防火間
仕切りが存在していなかったため、防火区画処理を取りやめる。
当初の計画では動力幹線を地中配管としていたが、工事の影響範囲を少
なくするために露出配管に変更する。

変更契約の内容（第1・2四半期
案件番号 業務区分名

251 建設工事

376 建設工事

377 建設工事

384 建設工事

387 建設工事

435 建設工事

436 建設工事

437 建設工事

548 建設工事

508 建設工事

業種名

建築工事業

管工事業

電気工事業

管工事業

電気工事業

建築工事業

管工事業

工事名(路線等の名称)

みよし市北部児童クラブ
建設（外構）工事

北部小学校普通教室空
調機設置（機械）工事

北部小学校普通教室空
調機設置（電気）工事

三好丘小学校普通教室
空調機設置（機械）工事

緑丘小学校普通教室空
調機設置（電気）工事

みよし市北部児童クラブ
建設（建築）工事

みよし市北部児童クラブ
建設（機械）工事

電気工事業

みよし市北部児童クラブ
建設（電気）工事

土木工事業

既成市街地公共下水道
管渠築造工事(舟ヶ峪地
区)

舗装工事業

平成28年4月〜9月 変更契約締結分）
工事場所

概要

当初工期

変更後工期

みよし市福谷町地内

北部児童クラブ
メッシュフェンス設置、留浸透施設設置
インターロッキングブロック敷き
上記に伴う外構工事一式
【変更概要】
・敷地内の樹木の伐採を追加
・法面へ防砂柵の設置を追加
・法面へ防草シートの設置を追加

みよし市根浦町地内

普通教室29室
室内機：天井吊形25台、壁掛形4台 室外機：ガスヒートポン
プ式エアコン室外機8基
上記に伴う機械設備工事一式
平成28年 6月10日 〜 平成28年 6月10日 〜
【変更概要】
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日
・北校舎教室内の配管露出に伴い合成樹脂カバーを追加
・管理棟2階教室内の配管露出に伴いスリムダクトカバーを追加
・管理棟2階の冷媒配管のルート変更に伴い冷媒管及び保温外
装を延長

みよし市根浦町地内

普通教室29室
室内機：天井吊形25台、壁掛形4台
室外機：ガスヒートポンプ式エアコン室外機8基
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】
・開閉器盤用自立架台基礎を取りやめ
・アウトレットボックスからジャンクションボックスに変更

みよし市三好丘地内

みよし市三好丘緑地内

普通教室24室
室内機：天井吊形24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】
・南校舎１階空き教室へ空調機の設置を追加
・空調機の追加に伴い室外機の能力を56.0KWから71.0KWへ変
更
普通教室22室
室内機：天井吊形22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】
・各教室内への配管ルートの変更
・引込柱からキュービクルまでの配管を露出配管から埋設配管
へ変更

平成28年 5月 2日 〜 平成28年 5月 2日 〜
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日

みよし市福谷町地内

みよし市福谷町地内

北部児童クラブ
鉄骨造平屋建て 新築 建築面積238.07㎡ 床面積219.93㎡
上記に伴う電気設備工事一式
【変更概要】
平成28年 1月29日 〜 平成28年 1月29日 〜
・電気の引込柱から建物までの動力幹線のケーブルの太さを変 平成28年 9月30日
平成28年 9月30日
更
・動力分電盤位置の変更、空調機用開閉器盤をとりやめ
・玄関の照明を変更

みよし市莇生町地内

工事延長 Ｌ＝56.80ｍ
汚水管布設工（VUφ150） Ｌ＝55.30ｍ
0号人孔設置工 Ｎ＝1基
塩ビ人孔設置工 Ｎ＝1基

平成28年 6月17日 〜 平成28年 6月17日 〜
平成28年10月14日
平成28年10月14日

平成28年 6月17日 〜 平成28年 6月17日 〜
平成28年10月 7日
平成28年10月 7日

敷地内の樹木が隣地側へ張り出しているため、樹木の伐採を追加する。
当初、敷地内の竹やぶについては伐根のみの予定としていたが、現地が
法面であり、降雨によって法面の土砂が隣地へ流出する恐れがあるた
め、防砂柵及び防草シートを追加施工する。

15,994,800

平成28年9月26日 株式会社川島鉄工所

37,368,000

当初、冷媒配管とドレン配管を天井内で施工する設計としていたが、工事
37,667,160 着手後に現地を確認したところ、天井内に構造梁があることが分かり、天
井内の配管をすることが出来ないため

平成28年9月26日 株式会社川島鉄工所

北部児童クラブ
鉄骨造平屋建て 新築 建築面積238.07㎡ 床面積219.93㎡
上記に伴う機械設備工事一式
平成28年 1月29日 〜 平成28年 1月29日 〜
【変更概要】
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日
・ベントキャップ100φを２か所追加
・建物屋外給水配管の口径を25㎜から30㎜に変更
・ 空調機ドレン用浸透桝を5か所から2か所に変更

変更理由

14,580,000

平成28年 6月10日 〜 平成28年 6月10日 〜
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日

平成28年 6月15日 〜 平成28年 6月15日 〜
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日

変更前契約金額 変更後契約金額

平成28年9月26日 野沢建設株式会社

平成28年9月26日 三好電気設備有限会社

みよし市福谷町地内

舗装修繕工事（市道八和
みよし市明知町地内
田西山線）

企業名

平成28年 6月10日 〜 平成28年 6月10日 〜
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日

北部児童クラブ
鉄骨造平屋建て 新築 築面積 238.07㎡ 床面積
219.93㎡
上記に伴う建築工事一式
平成28年 1月29日 〜 平成28年 1月29日 〜
【変更概要】
平成28年 9月30日
平成28年 9月30日
・柱状改良の改良長を27.13ｍ延長
・樹木の伐採を１本追加
・教室の天井の仕上げを木質羽目板から石こうボード＋ＥＰ塗装
に変更

工事延長 Ｌ＝81.9(67.0)m
表層工(耐流動性密粒度As t=5cm) Ａ＝660.5(551.5)㎡
基層工(耐流動性粗粒度As t=5cm) Ａ＝660.5(551.5)㎡
路上再生路盤工(t=13cm) Ａ＝660.5(551.5)㎡
区画線工(W=15cm) Ｌ＝254.3(234.5)m

契約日

平成28年9月26日 ユタカ電気株式会社

平成28年9月26日 有限会社伊藤組

平成28年9月26日 株式会社愛三工業

平成28年9月26日 三好電気設備有限会社

平成28年9月26日 株式会社三文

平成28年9月28日 岡本組株式会社

9,072,000

当初、開閉器盤を自立基礎の上に設置する計画であったが、現地確認及
び検討の結果、壁面に設置することが可能なことが判明したため。
8,741,520 教室と廊下間は、天井裏にアウトレットボックスを設け結線する計画であっ
たが、現地確認の結果、教室と廊下間に構造梁があることが分かり、天井
裏での結線が困難なため。

41,688,000

クラス増により空き教室を普通教室として使用することとなり、本工事にて
42,264,720 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。

13,500,000

・当初各教室の室内機への配線を屋外側から通す計画であったが、現地
調査の結果構造梁があることが分かり、配線できないため配管ルートを変
更する。
13,500,000
・当初電気引込柱からキュービクルまで露出配管の設計であったが、露出
配管では維持管理上支障が出ることが分かったため、露出配管から埋設
配管へ変更する。

53,244,000

・一部の杭に設計改良長では杭耐力が確保できないことが分かったため、
総延長27.1ｍ改良長を延長する。
・工事着工後、樹木の一本が建物と干渉することが分かったため、樹木の
53,785,080 伐採を追加する。
・工事着手後に、教室の天井仕上げの木部の見付面積が居室面積の10
分の１を超えており、建築基準法に適応するため木質羽目板から石こう
ボード＋ＥＰ塗装に変更する。

10,800,000

・当初、屋外給水配管を25㎜で計画していたが、着手後、愛知中部水道
企業団への申請時に水道メーターを30㎜にするよう指導を受けたため、
配管を30mmに変更する。
10,800,000
・別途外構工事で雨水排水桝を設置し、空調機ドレン用配管を雨水排水
桝に直接接続すること対応ができることが判明したため、浸透桝を減変更
する。

7,862,400

・工事発注後、空調機に対応する消費電力の検討をおこなったところ、
ケーブルを細くすることが可能となったため。
・当初、動力分電盤の位置を建物北側で計画していたが、接続する空調
7,669,080 室外機が南側に集中しているため、動力分電盤の位置の見直しを行う。
またこれに伴い、接続する空調室外機との距離が短くなったため意匠性を
考慮し空調機用開閉基盤の設置をとりやめる。
・意匠性を考慮するため、照明機器の見直しを行う。

3,726,000

本工事施工中既設人孔に接続する箇所において、当初計画の接続位置
に人孔の付属物が埋設されていたため、管路縦断を変更し内副管工を新
3,792,960 規計上した。
また、舗装本復旧前に道路管理者と現地にて立会いによる舗装復旧範囲
の確認を行い、舗装本復旧工を減工した。

8,100,000

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、工事延長を延伸、舗装工を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。
9,445,680
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、路上再生路盤工のアスファルト乳剤添加量を変更し、現地地盤に最
適な施工を行う。

