変更契約の内容（第３四半期
案件番号 業務区分名

710 委託

799 建設工事

298 委託

669 建設工事

452 建設工事

454 建設工事

455 建設工事

232 建設工事

233 建設工事

業種名

平成28年10月〜12月 変更契約締結分）

工事名(路線等の名称)

工事場所

公共下水道管路清掃・調
上・下水道施設
査業務委託（三好処理
みよし市役所
管理
区）

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

事前調査の結果、当初計画した範囲内において埋設物の距離、取付管個
1,217,160 数が異なることが判明した。よって本管及び取付管の高圧洗浄車清掃工
およびテレビカメラ調査工を減工した。

管路清掃・調査 Ｌ＝1,036.4(1,040.6)ｍ
公共桝清掃・調査 Ｎ＝131(138)箇所

平成28年 8月26日 〜 平成28年 8月26日 〜
平成28年10月17日 株式会社サンセルフ
平成28年11月11日
平成28年11月11日

1,242,000

土木工事業

既成市街地公共下水道
管渠築造工事（三好中部 みよし市三好町地内
地区その３）

工事延長 Ｌ＝700.10m
汚水管布設工（VUφ150） Ｌ＝684.83m
1号人孔設置工 Ｎ＝4基 0号人孔設置工 Ｎ＝13基
【変更概要】
他工事との諸経費調整に伴い、契約額を減額する。

平成28年10月14日 〜 平成28年10月14日 〜
平成28年10月28日 野沢建設株式会社
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

29,700,000

契約書特約事項により重複する既成市街地公共下水道管渠築造工事
25,793,640 （三好中部地区）の近接工事として諸経費の調整を行い本委託の契約額
を減額した。

植物管理

旭グラウンド芝生維持管
理業務委託（旭グラウン 三好公園総合体育館
ド）

液肥散布工
養生剤散布工
施肥工
防除工

平成28年 4月22日 〜 平成28年 4月22日 〜
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

20,412,000

・播種工において種子にセラミック材を混合し機械散布を行う予定であっ
たが、受注者の使用する散布機械ではセラミック材を混合しなくても種子
20,172,240 だけで散布できるため播種工におけるセラミック材の使用をなくす。
・防除工(1)で使用する天敵線虫殺菌剤が生産者の都合により調達が困
難となったため、同等の効果をもつクロラントラリニプロールを散布する。

舗装工事業

建築工事業

管工事業

電気工事業

建築工事業

管工事業

舗装修繕工事（市道三
好ヶ丘駒場線）

みよし市総合体育館ト
レーニングルーム改修
（建築）工事

みよし市総合体育館ト
レーニングルーム改修
（機械）工事

みよし市総合体育館ト
レーニングルーム改修
（電気）工事

すみれ保育園大規模改
修（建築）工事

すみれ保育園大規模改
修（機械）工事

Ｎ＝3回
Ｎ＝2回
Ｎ＝4回
Ｎ＝2回

エアレーション工 Ｎ＝3回
目土工
Ｎ＝3回
播種工
Ｎ＝1回
芝刈工
Ｎ＝4回

平成28年11月2日 有限会社ガーデンテクノ

みよし市三好丘緑地内

工事延長 Ｌ＝(480.0)511.7m
舗装工 Ａ＝(3,928.1)4,226.7㎡

平成28年 8月10日 〜 平成28年 8月10日 〜
平成28年11月11日 野沢建設株式会社
平成28年12月22日
平成28年12月22日

33,480,000

・現況舗装にクラックやたわみが発生しており、早急に修繕を行う必要が
生じていることと、本工事にて増変更することにより周辺への影響や事業
の進捗状況が効果的であるため、舗装工 A=3,928.1㎡からA=4,226.7㎡に
変更する。
36,306,360
・路上再生路盤工のため配合設計試験により路盤の状況確認を行ったと
ころ、当初設計と差異が生じたため、セメント系固化剤 0.643t/100㎡を
0.655t/100㎡に、アスファルト乳剤 1.298t/100㎡を1.402t/100㎡に変更す
る。

みよし市三好町地内

新休憩室の増築
既設休憩室から新トレーニングルームへの転用
既設トレーニングルームの照明器具をＬＥＤ照明に取替
上記に伴う建築改修工事一式
【変更概要】
・ペデストリアンデッキ手摺壁上に安全柵追加
・トップライトを囲う安全柵追加

平成28年 6月 3日 〜 平成28年 6月 3日 〜
平成28年12月 9日
平成28年12月 9日

29,160,000

32,165,640

みよし市三好町地内

新休憩室の増築
既設休憩室から新トレーニングルームへの転用
上記に伴う機械設備改修工事一式
平成28年 6月 3日 〜 平成28年 6月 3日 〜
【変更概要】
平成28年12月 9日
平成28年12月 9日
・１階ドライエリア内ガスメーターから２階事務室までのガス配管
新設追加
・中庭雨水配管の一部撤去新設追加

みよし市三好町地内

新休憩室の増築
既設休憩室から新トレーニングルームへの転用
既設トレーニングルームの照明器具をＬＥＤ照明に取替
上記に伴う電気設備改修工事一式
【変更概要】
・休憩室増築部に天井扇設置追加
・トレーニングマシン用電源プラグ取替

みよし市三好町地内

園舎棟ＲＣ造２階建795.97 ㎡
プール棟ＲＣ造84.75 ㎡
屋外倉庫ＣＢ造平屋建12.88 ㎡
屋外トイレＲＣ造平屋建9.90 ㎡ 新築
上記建物の大規模改修に伴う建築工事一式
【変更概要】・床の下地合板張りを取りやめ
・屋上点検用タラップを取替
・プールのシート防水に下地調整を追加 他

みよし市三好町地内

園舎棟ＲＣ造２階建795.97 ㎡、プール棟ＲＣ造84.75 ㎡、
屋外トイレＲＣ造平屋建9.90 ㎡ 新築
上記建物の大規模改修に伴う機械設備工事一式
【変更概要】・配膳室の空調機を取替
・調理員用トイレの手洗い器を自動水栓に変更
・職員用トイレの洗面化粧台を変更 他

みよし市三好町地内

園舎棟ＲＣ造２階建795.97 ㎡
屋外トイレＲＣ造平屋建9.90 ㎡ 新築
上記建物の大規模改修に伴う電気設備工事一式
【変更概要】
・既設引込盤内のブレーカー、事務室出入口外灯、
園舎庭園灯の取替
・ハンドホールを１か所取りやめ
・ＮＴＴ及びひまわりネットワーク引込用配管の追加
・配膳室通路及び遊戯室物入に自動火災報知設備の感知器
を追加

平成28年 5月 2日 〜 平成28年 5月 2日 〜
平成28年11月30日
平成28年11月30日

平成28年11月25日 石黒電気工事有限会社

平成28年 6月 3日 〜 平成28年 6月 3日 〜
平成28年12月 9日
平成28年12月 9日

平成28年 5月 2日 〜 平成28年 5月 2日 〜
平成28年11月30日
平成28年11月30日

平成28年 5月 2日 〜 平成28年 5月 2日 〜
平成28年11月30日
平成28年11月30日

平成28年11月22日 加藤建設株式会社

平成28年11月22日 三好建設工業株式会社

平成28年11月22日 ユタカ電気株式会社

平成28年11月25日 八神建築株式会社

平成28年11月25日 有限会社ミヨシ設備

・増築部への屋根上への立入りを防止するため、ペデストリアンデッキの
手摺壁上へステンレス柵を設置する。
・トップライトからの転落事故防止のため、トップライトが設置される植栽内
に安全柵を設置する。

3,024,000

・厨房のガス管は全撤去としていたが、厨房の解体を行ったところ２階事
務室への枝管が判明したため切回しが必要となった。今後の管理を容易
にするため１階ドライエリア内のガスメーターから新規配管にて２階事務室
3,357,720
へ新規敷設する。
・中庭の雨水桝を撤去したところ既設配管の勾配が適切にとれていないと
判明したため、桝とともに配管を取り替える。

3,892,320

・機械設備工事の空調機設置取止めに伴い、体育館ホール既設空調の
補足手段として休憩室増築部に天井扇を設置する。
4,035,960 ・新設したトレーニングマシン用電源プラグと施設管理課が新規に導入し
たトレーニングマシンの電源プラグの形状が異なるため、電源プラグの取
替えを追加する。

89,640,000

各室床について下地合板の上フローリング張りで予定していたが、既設が
フローリング一枚張りとなっており、既設建具部分等が納まらないため下
地合板張りを取りやめる。
屋上点検用タラップについて、小荷物専用昇降機の保守点検業者から、
89,507,160 タラップ下に床がなく危険であるとの指摘を受けたため、タラップを位置移
動の上取替を追加する。
プールの改修について既設シート防水下下地がモザイクタイルであること
が分かり、モザイクタイルでは仕上げを施工することが出来ないため、下
地調整の施工を追加する。

22,896,000

・配膳室の空調機について、機器を取り外した結果、機器内部の部品等
が老朽化していたため、機器取替を追加する。
・調理員用トイレの手洗い器について、保健所の指導により、自動水栓に
25,201,800 する必要があるため、自動水栓付の手洗い器に変更する。
・職員用洗面台について、既設壁下地の状態が悪いことが判明し、下地
調整を行うことで、設置予定の幅750mmの洗面化粧台が取付できなくなる
ため、幅600mmに変更する。

22,140,000

・照明器具について、器具を取り外した結果、器具内部の部品等が老朽
化していたため、器具の取替を追加する。
・ハンドホールについて、掘削した結果、地中に以前使用していた浄化槽
22,161,600 が埋まっていることが判明し、２か所設置することができないため、１か所
取りやめとする。
・自動火災報知設備について、消防署との協議により設置する必要である
ことが分かったため、感知器を追加する。

電気工事業

すみれ保育園大規模改
修（電気）工事

47 委託

コンピュータ
サービス

小学校コンピュータ機器
保守点検業務委託（市内 みよし市役所
８小学校）

市内８小学校のコンピュータ機器の保守点検業務

平成28年 4月 1日 〜 平成28年 4月 1日 〜
平成29年 3月31日
平成29年 3月31日

平成28年11月25日

ウチダエスコ株式会社
名古屋営業所

4,017,600

3,912,840

機器更新を行ったコンピュータについてメーカー保守を設定しているため、
メーカー保守で対応できる分の契約金額を変更する。

48 委託

コンピュータ
サービス

中学校コンピュータ機器
保守点検業務委託（市内 みよし市役所
４中学校）

市内４中学校のコンピュータ機器の保守点検業務

平成28年 4月 1日 〜 平成28年 4月 1日 〜
平成29年 3月31日
平成29年 3月31日

平成28年11月25日

ウチダエスコ株式会社
名古屋営業所

2,721,600

2,682,720

機器更新を行ったコンピュータについてメーカー保守を設定しているため、
メーカー保守で対応できる分の契約金額を変更する。

234 建設工事

変更契約の内容（第３四半期
案件番号 業務区分名

582 建設工事

844 建設工事

673 建設工事

業種名

土木工事業

舗装工事業

土木工事業

平成28年10月〜12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

既成市街地公共下水道
管渠築造工事（下り松地 みよし市福谷町地内
区）

工事延長 Ｌ＝85.60ｍ（86.40ｍ）
汚水管布設工（VUφ150） Ｌ＝51.42ｍ（51.92ｍ）
汚水管布設工（VUφ 75） Ｌ＝31.00ｍ（31.27ｍ）
2号人孔設置工 Ｎ＝1基
0号人孔設置工 Ｎ＝1基

舗装修繕工事（市道打越
みよし市福谷町地内
黒笹１号線）

工事延長 Ｌ＝200m
舗装工 表層 Ａ＝(833.2)940.0㎡
舗装工 基層 Ａ＝(520.0)940.0㎡
路上再生路盤工 Ａ＝520.0㎡
区画線工 Ｌ＝(438.8)499.8m

平成28年10月28日 〜 平成28年10月28日 〜
平成29年 2月10日
平成29年 2月10日

三好上行政区里道整備
工事

工事延長 Ｌ＝102.7(94.7)m
側溝工(PU3-250) Ｌ＝4.0(2.0)m
集水桝工(B500-L500-H900) N=1箇所(-)
側溝工(PU3-300B) Ｌ＝17.0(87.6)m
舗装工(再生密粒度As t=5cm) A=56.6㎡(-)
集水桝工(B500-L500-H700) Ｎ＝3箇所
舗装工(再生密粒度As t=3cm) Ａ＝150.8(200.7)㎡
側溝工(PU2-300B) L=74.5m(-)

平成28年 8月 5日 〜 平成28年 8月 5日 〜
平成28年12月26日
平成28年12月26日

みよし市三好町地内

平成28年 7月15日 〜 平成28年 7月15日 〜
平成29年 2月28日
平成29年 2月28日

契約日

企業名

平成28年12月5日 有限会社多香久組

平成28年12月8日

株式会社佐藤渡辺 みよ
し営業所

平成28年12月14日 有限会社大野建設

843 建設工事

舗装工事業

舗装修繕工事（市道南二
みよし市打越町地内
池下線他１路線）

工事延長 Ｌ＝(18.5)36.0m
舗装工 表層 Ａ＝(300.7)494.0㎡
舗装工 基層 Ａ＝300.7㎡
路上再生路盤工 Ａ＝(300.7)96.8㎡
区画線工 Ｌ＝(103.1)143.1ｍ

677 委託

デザイン

みよし市防災マップ外国
語版作成業務委託（みよ みよし市役所
し市地内）

みよし市防災マップ外国語版（日本語・英語・ポルトガル語・中国
平成28年 7月29日 〜 平成28年 7月29日 〜
語）Ｂ２版 2000部
平成28年12月26日 株式会社オトヒメ
平成28年12月28日
平成29年 2月28日
みよし市防災マップ外国語版電子データ（ＰＤＦファイル）一式

平成28年10月14日 〜 平成28年10月14日 〜
平成28年12月14日 有限会社多香久組
平成29年 1月27日
平成29年 1月27日

変更前契約金額 変更後契約金額

7,722,000

8,858,160

変更理由
・本工事施工前に受注業者と現場にて施工箇所を立ち会った結果、現場
の施工延長が当初計画の延長と差異があったためVPφ75L=31.70mを
L=31.40m及びVUφ150L=31.70mをL=31.20mに変更する。
また、本復旧前に道路管理者と舗装復旧の範囲の立会を行ったところ、
A=161.3㎡をA=205.1㎡に増工する。

6,393,600

・試掘調査により、現況舗装の確認を行い、現況舗装の破損状況から同
様の復旧を行うのではなく基層工を施工し舗装工の増強を図ることとし
た。また、施工箇所間No.4からNo.5+19.5m について、本工事で施工するこ
とで、周辺への影響や事業の進捗が効果的であるため、表層工及び基層
7,920,720
工を A=940.0㎡に変更する。
・路上再生路盤工のため配合設計試験により路盤の状況確認を行ったと
ころ、当初設計と差異が生じたため、セメント系固化剤及びアスファルト乳
剤を変更する。

4,050,000

当該道路への乗入の有無を確認し、隣接地権者及び地元行政区と協議
4,129,920 を行った結果、現場利用状況に合わせて工事延長を延伸し、側溝工及び
舗装工を変更する。

4,320,000

・現況舗装にクラックやたわみが発生している箇所について、本工事と同
調した修繕を行うよう地元から要望があった。本工事にて表層工を増変更
することにより周辺への影響や事業の進捗状況が効果的であるため、舗
装工 A=300.7㎡からA=494.0㎡に変更する。
4,401,000
・路上再生路盤工のため配合設計試験により路盤の状況確認を行ったと
ころ、当初設計と差異が生じたため、セメント系固化剤 0.643t/100㎡を
0.675t/100㎡に、アスファルト乳剤 1.298t/100㎡を1.390t/100㎡に変更す
る。

820,800

820,800

成果物（防災マップ外国版）において、記載内容の一部が決定できないた
め、履行期間を延長する。

