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28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

平成29年1月12日 株式会社京伸

4,212,000

4,050,000

学校関係者との詳細な検討、立会を行った結果、路面カラー塗装工を減
工（第１工区はL=166.5mからL=161.7mに減工・第２工区はL=298.0mから
L=291.8mに減工・第３工区はL=168.5mからL=143.6mに減工）する。
また、減工に伴い、交通誘導員を8人から6人に変更する。

平成28年10月14日 ～ 平成28年10月14日 ～
平成29年 2月27日
平成29年 3月24日

平成29年1月16日 株式会社トーブ

6,048,000

・本工事施工中、根浦第２中継ポンプにて自動通報装置及び水位計、神
7,464,960 田中継ポンプにおいて自動通報装置が破損していることがわかったため、
機器更新を追加計上し、安定した水処理を推進する。

平成28年10月14日 ～ 平成28年10月14日 ～
平成29年 1月27日
平成29年 1月27日

平成29年1月16日 加藤建設株式会社

4,347,000

4,482,000

平成28年 5月 6日 ～ 平成28年 5月 6日 ～
平成29年 1月31日
平成29年 1月31日

802 建設工事

塗装工事業

安全のみどり線設置工事
みよし市内
（市道莇生舟ヶ峪線他）

路面カラー塗装工 Ａ＝361.9（372.8）㎡
【変更概要】
・第１工区をL=166.5mからL=161.7mに変更する。
・第２工区をL=298.0mからL=291.8mに変更する。
・第３工区をL=168.5mからL=143.6mに変更する。

平成28年 9月30日 ～ 平成28年 9月30日 ～
平成29年 1月16日
平成29年 1月16日

798 建設工事

機械器具設置
工事業

中継ポンプ等施設維持管
みよし市内
理工事（三好処理区）

中継ポンプ場の機器分解整備 ２箇所
中継マンホールポンプのポンプ分解整備 ７箇所
中継マンホールポンプの機器更新 ３箇所（ － ）
【変更前工期】平成28年10月14日～平成29年2月27日
【変更前工期】平成28年10月14日～平成29年3月24日

みよし市障がい者福祉セ
みよし市三好町地内
ンター２階改修工事

障がい者福祉センター（ＲＣ造一部Ｓ造 ２階建て 延べ面積：
334.35㎡）
食堂及び寮室２室を活動室１室に改修
上記に伴う建築工事一式
【変更概要】
左官工事 セルフレベリングから床モルタル塗に変更

北中学校大規模改修（１
期）建築工事

みよし市三好丘桜地内

南棟校舎 ＲＣ造４階建3,612.38 ㎡ 改修
西側渡り廊下 既存渡り廊下４階、既存校舎通路 改修
武道場 Ｓ造平屋階建410.08 ㎡ 改修
【変更概要】
・廊下流し台扉の取替え追加
・梁天端ウレタン塗膜防水追加
・普通教室背面ロッカー及び掃除道具入れの補修追加
・廊下天井張替え追加
・武道場軒天張替え追加
・外壁補修追加

みよし市三好丘桜地内

南棟校舎 ＲＣ造４階建 3,612.38 ㎡ 機械設備改修一式
【変更概要】
・保健室、配膳室への仮設給水配管を行う。
・体育館便所への仮設給水配管を行う。
・体育館の既設給水配管の漏水に伴い仮設給水配管を行う。
・廊下流し台系統の給水配管の取替えを行う。

みよし市三好丘桜地内

南棟校舎 ＲＣ造４階建 3,612.38 ㎡
武道場 Ｓ造平屋階建 410.08 ㎡
電気設備改修一式
【変更概要】
・照明器具取付け工事箇所の天井仕上材取外し再取付の追加
・ブロアー室、廊下及び武道場にスピーカーを増設設置
・火災報知設備、非常放送設備配線を追加

241 建設工事

334 建設工事

335 建設工事

594 建設工事

424 委託

446 建設工事

447 建設工事

建築工事業

建築工事業

管工事業

電気工事業

建築工事業

その他業務委
託

建築工事業

管工事業

北中学校大規模改修（１
期）機械設備工事

北中学校大規模改修（１
期）電気設備工事

平成28年 6月10日 ～ 平成28年 6月10日 ～
平成29年 1月31日
平成29年 1月31日

平成28年 6月10日 ～ 平成28年 6月10日 ～
平成29年 1月31日
平成29年 1月31日

平成28年 6月10日 ～ 平成28年 6月10日 ～
平成29年 1月31日
平成29年 1月31日

（仮称）みよし市教育セン
みよし市三好町地内
ター整備工事

教育センター鉄筋コンクリート造 ２階建て747 ㎡ 整備工事一
式
【変更概要】
・床材をアスベスト含有建材として処分する。
平成28年 7月15日 ～ 平成28年 7月15日 ～
・２階和室の珪藻土塗りの撤去を追加する。
平成29年 1月31日
平成29年 1月31日
・室名札を追加する。
・男女便所出入り口扉のダンパーの取替えを追加する。
・給水取り出し管の改修費を減額する。

中学校施設総合維持管
理業務委託

市内４中学校における総合維持管理業務一式
【業務実施期間】
平成27年4月1日から平成30年3月31日まで（36ヶ月）
【業務概要】
・北中学校エレベータ保守点検の追加
・中学校ガスヒートポンプにおける点検機器の変更

市内４中学校

（仮称）子ども総合支援セ
みよし市西陣取山地内
ンター整備（建築）工事

支援センター ＲＣ造2階建878.34㎡
外部：屋上防水、吹付部外壁補修
内部：1階 倉庫から書類保管庫に転用
2階 図書館から（仮称）子ども総合支援センターに転用
【変更概要】
・屋上スラブの不陸部分に勾配調整モルタル塗追加
・既設柱・梁爆裂箇所の部分補修追加
・可動間仕切り壁の設置追加

（仮称）子ども総合支援セ
みよし市西陣取山地内
ンター整備（機械）工事

支援センター ＲＣ造2階建 878.34㎡
2階：図書館から（仮称）子ども総合支援センターに転用
上記に伴う機械設備改修工事一式
【変更概要】
・空調冷温水ポンプの取替追加
・既設冷温水機操作盤を２階事務室に設置追加
・幼児便所にシャワーパン設置追加

変更理由
当初、建物の規模及び構造から、ボーリング調査10ｍを２箇所行う予定と
していたが、調査の結果、杭基礎の径及び長さを検討する上で必要な
データとしては十分な結果を得ることができなかったため、設計検討に必
要な掘進長さ13ｍの追加を行う。

天王児童クラブ建設工事の設計
【変更概要】
ボーリング調査の掘進長さを13ｍ延長する。

852 建設工事

変更前契約金額 変更後契約金額

7,989,840

天王児童クラブ建設工事
みよし市役所
設計委託

建設コンサ
ルタント

企業名

7,668,000

設計

338

契約日

平成27年 2月13日 ～ 平成27年 2月13日 ～
平成30年 3月31日
平成30年 3月31日

平成28年 6月10日 ～ 平成28年 6月10日 ～
平成29年 1月31日
平成29年 1月31日

平成28年 6月10日 ～ 平成28年 6月10日 ～
平成29年 1月31日
平成29年 1月31日

平成29年1月4日 株式会社浦野設計

平成29年1月17日 千種土建株式会社

平成29年1月17日 株式会社川島鉄工所

平成29年1月17日 中部電工株式会社

平成29年1月17日

株式会社前田工務店 三
好支店

平成29年1月17日 大成株式会社

平成29年1月23日 有限会社大平建築

平成29年1月23日 株式会社増岡水道設備

既設床下地モルタル撤去後セルフレベリングにて復旧としていたが、撤去
後の床の不陸が大きく、復旧下地の厚みも３０mmから６０mm必要と判明し
たため、セルフレベリングでの施工は困難だと判断し床モルタルでの復旧
に変更する。

154,764,000

・廊下流し台扉及び梁天端について、表面上問題が無く、塗装の塗り替え
を予定していたが、腐食・劣化の進行により塗り替え補修では対応できな
いことが判明したため、廊下流し台扉取替え及び梁天端ウレタン塗膜防水
を追加し、新たな破損が見つかった普通教室背面ロッカー及び掃除道具
160,499,880
入れの補修を追加する。
・塗装不可能なめくれ現象が生じた廊下天井張替えの追加、施工上必要と
なった武道場軒天張替えの追加や施工調査により下地処理内容が確定し
た外壁補修の追加を行う。

44,172,000

・工程調整から、夏休み前に西便所給水管改修着手の必要が生じたが、
関係する保健室・配膳室は夏休み前からの断水ができないため仮設給水
管を追加する。
・体育館便所への既設給水配管位置が不明のため別ルートでの仮設給水
46,795,320 配管を追加する。
・工事施工中に体育館便所で漏水が確認されたため、給水管の仮配管工
事を追加する。
・主給水配管の更新を行ったところ、廊下流し台給水管の水圧が弱く、配
管内の閉塞が考えられるため配管取替えを追加する。

28,836,000

・照明器具取付け工事の際、既設吊りボルトが利用できず、全ての照明器
具にてアンカー打ちの必要が生じ、アンカー打ちに必要となる天井撤去復
旧工事を追加する。
・施工段階での消防署との打ち合わせにより、既設スピーカーの設置個所
32,648,400
だけでは不足する箇所が判明し、法適合するためスピーカーを増設設置
する。
・今回、取替えを行ったアンプと、北舎多目的室にある既設受信機の互換
性の問題から、新たに配線が必要になったため配線を追加する。

48,427,200

・発注後の調査で床材がアスベスト含有建材と判明したため、処分を追加
する。
・壁の撤去を行ったところ、珪藻土が出てきたため、撤去を追加する。
・発注後の打ち合わせで、新たに室名が変更になったため、室名札を追加
48,427,200 する。
・鋼製建具のダンパーの故障が発生したため、取替えを追加する。
・当初、量水器を50mmから30mmに変更予定だったが、施工業者が水量
計算を行い40mmが必要となった。その結果１次側配管の改修が不要に
なったため、減額する。

23,485,965

・発注後の調査で床材がアスベスト含有建材と判明したため、処分を追加
する。
・壁の撤去を行ったところ、珪藻土が出てきたため、撤去を追加する。
・発注後の打ち合わせで、新たに室名が変更になったため、室名札を追加
24,773,281 する。
・鋼製建具のダンパーの故障が発生したため、取替えを追加する。
・当初、量水器を50mmから30mmに変更予定だったが、施工業者が水量
計算を行い40mmが必要となった。その結果１次側配管の改修が不要に
なったため、減額する。

56,700,000

・屋上既設防水層撤去後に既設平場部分に不陸箇所が見つかり、水溜り
を解消するため、勾配調整モルタルでレベル調整を行う。
・既設天井を撤去した際に一部の既設柱・梁に爆裂箇所が見つかり、構造
60,022,080
体の保護のため、不良箇所調整のうえ、樹脂モルタルで補修する。
・当初想定しなかった子育てサークルへの支援事業を行うこととなり、ふれ
あい広場と空間を分けるための可動式間仕切りを追加する。

22,680,000

・発注後に既設空調冷温水ポンプの不具合が発生し、修理ができないた
め取り替える。
・施設管理課との協議により、２階事務室に空調の管理ができるようにす
24,986,880 るため、遠隔操作盤を設置する。
・当初では想定していなかった未就学児を対象とした保育事業を行うことと
なり、低年齢を対象とした設備導入として幼児便所にシャワーパン設置を
追加する。

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28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
支援センター ＲＣ造2階建 878.34㎡
2階 図書館から（仮称）子ども総合支援センターに転用
上記に伴う電気設備改修工事一式
【変更概要】
・既設監視カメラ１台取替追加
・既設外灯用電源回路設置追加

当初工期

変更後工期

448 建設工事

電気工事業

（仮称）子ども総合支援セ
みよし市西陣取山地内
ンター整備（電気）工事

343 委託

植物管理

草刈業務委託（三好雨水
みよし市役所
幹線他１８箇所）

草刈 Ａ＝42,133㎡
剪定 Ａ＝610㎡
軽剪定 Ａ＝113本
剪定 Ａ＝42本(―)

みよし市新リサイクルス
テーション設置候補地調
査委託（みよし市地内）

みよし市役所

現状整理 一式
計画条件の整理検討 一式
適地選定の検討 一式 総合評価 一式
アンケート調査の実施 一式
業務打ち合せ 一式
今後の整備に向けたスケジュール作成及び概算事業費の算出
平成28年 5月13日 ～ 平成28年 5月13日 ～
一式
平成29年 1月31日
平成29年 3月31日
【変更前履行期間】 着手 平成28年5月13日 完了 平成29
年1月31日
【変更後履行期間】 着手 平成28年5月13日 完了 平成29
年3月31日

みよし市三好丘地内

カリヨンハウス 受水槽給水方式から直圧給水方式への改修
・受水槽撤去 ・加圧給水ポンプ撤去
上記に伴う機械設備工事一式
【変更概要】
屋外配管の一部を露出配管に変更
給水配管に減圧弁を追加で取付ける

平成28年10月14日 ～ 平成28年10月14日 ～
平成29年 1月31日
平成29年 1月31日

405

建設コンサ
ルタント

建設コンサル

契約日

企業名

13,996,800

平成28年 4月28日 ～ 平成28年 4月28日 ～
平成29年 2月28日
平成29年 2月28日

平成29年1月23日 木戸造園土木株式会社

7,236,000

本業務履行中、三好丘あおば2丁目調整池にて植栽の枝等が隣地に侵入
7,788,960 していることがわかったため、対象の高木剪定をＮ＝42本新規追加計上す
る。

4,287,600

新リサイクルステーションの設置場所を選定するにあたり、当初はグリーン
ステーション敷地内にの既設のリサイクルステーションと、同規模のリサイ
クルステーションを建設する前提で候補地の選定を実施していたが、当初
4,287,600
の条件では、候補地となる市有地の数が限定されているため、当初より小
規模な敷地も対象とすることで、より多くの対象地の中から最適な候補地
を選定するため。

4,631,040

屋外の給水埋設配管で掘削した際に、既設の散水栓用埋設配管が入って
いることが判明し、配管するスペースがないため、露出配管に変更する。
5,471,280 加圧給水ポンプ方式から直圧給水方式に切り替えを行ったところ、給水管
の水圧が強く、水栓機器類が作動しないことが判明したため、減圧弁を追
加で取付ける。

平成29年1月24日 株式会社創建

カリヨンハウス給水設備
改修工事

723 建設工事

土木工事業

街路新設改良工事（都市
みよし市三好町地内
計画道路青木線）

橋梁下部工 一式
回転鋼管杭工 Ｎ＝28本

平成28年 9月 9日 ～ 平成28年 9月 9日 ～
平成29年 3月27日
平成29年 3月27日

800 建設工事

土木工事業

打越行政区里道整備工
事

みよし市打越町地内

工事延長 Ｌ＝42.5m
PU3型側溝工 Ｌ＝50.6m
集水桝工(B500-L500-H500) Ｎ＝1基
舗装工(再生密粒度As t=5cm) Ａ＝87.0(118.2)㎡

平成28年 9月30日 ～ 平成28年 9月30日 ～
平成29年 2月28日
平成29年 2月28日

平成29年2月1日 有限会社岩城建設

875 建設工事

機械器具設置
工事業

福谷処理区処理施設維
持管理工事（福谷処理
区）

みよし市福谷町地内

破砕機分解整備 １台 上澄水排出装置分解整備 １台
脱離液排出弁分解整備 １台 脱水機分解整備 １台
中継ポンプ機器更新 ３箇所（
）
【変更前工期】平成28年11月11日から平成29年3月8日
【変更後工期】平成28年11月11日から平成29年3月27日

平成28年11月11日 ～ 平成28年11月11日 ～
平成29年 3月8日
平成29年 3月27日

平成29年2月3日 ホーメックス株式会社

みよし市役所

・ため池水質測定 ・河川水質測定（健康項目、生活環境項目）
・河川底質測定 ・事業所排水水質調査 ・生息魚類、水生生物
調査 ・大腸菌群数詳細調査
平成28年 4月15日 ～ 平成28年 4月15日 ～
【変更概要】
平成29年 3月29日
平成29年 3月29日
「大腸菌群数詳細調査」における調査項目（油膜の有無、ＣＯＤ、
透明度）の追加

水質測定調査業務委託
（みよし市内）

・設計では既設カメラは撤去復旧としていたが、一台動作不良のため取り
替える。
・既設外灯用電源回路で漏電の可能性があるため、新規電源回路を設置
する。

平成29年1月23日 三好電気設備有限会社

管工事業

検査・測定

変更理由

平成28年 6月10日 ～ 平成28年 6月10日 ～
平成29年 1月31日
平成29年 1月31日

853 建設工事

248 委託

変更前契約金額 変更後契約金額

平成29年1月27日 ユタカ電気株式会社

平成29年2月1日

平成29年2月3日

黒柳建設株式会社 みよ
し営業所

株式会社環境科学研究
所

74,520,000

14,639,400

85,486,320

・三好中部特定土地区画整理工程会議での協議の結果、コンクリート工を
増工、仮設敷鉄板工を新規計上する。
・Ａ２橋台について、鋼矢板工を購入材に変更、残置することで隣接道路
への影響を最小限とした施工を行う。

2,343,600

・地元行政区と舗装復旧範囲について立会を行った結果、表層工及び下
層路盤工を減工する。
2,709,720
・本路線は湧水が多く地盤が軟弱であったため、路床安定処理工を新規
計上する。

20,520,000

・本工事施工中、小宮中継ポンプにて自動通報装置、寺田橋中継ポンプ
22,878,720 において水位計、落合交差点中継ポンプにおいて水位計が破損している
ことがわかったため追加計上し、安定した水処理を推進する。

2,592,000

大腸菌群数詳細調査対象河川について、大腸菌群数がここ数年基準値を
超えているが、大腸菌群数は土壌・植物などの自然由来の菌種や人や動
物由来の糞便性大腸菌群数が含まれるため、原因の特定が困難な状況
2,627,640 である。
今回の調査対象河川は、親水施設としての側面があるため、環境省で設
定する水浴場水質判定基準に基づく測定を実施することで、当該基準によ
る現状での評価を行う。

6,134,400

・既設屋根天井材を撤去して内部状況を確認したところ、渡り廊下と体育
センターを接続するアンカーボルトが経年劣化により破断していたことが
判明したため、既設屋根鉄骨部に束取付補強を追加する。
6,912,000 ・当初設計では既設鉄骨製渡り廊下は構造補強の予定であったが、既設
渡り廊下２ヶ所の天井を撤去したところ、鉄骨渡りの鉄骨材の腐食が激し
いことが判明した。安全を保つことが危惧される状況のため、既設鉄骨渡
り廊下２ヶ所の撤去を追加する。
工事を行なうにあたり池の水を抜いた結果、池の中に堆積土が確認された
ため土の浚渫を行なう。池の上流のせせらぎ水路に野球場のグラウンドの
16,988,400 土が侵入しているため、野球場からの排水管を近くの雨水管へ接続し、池
及び水路に泥水が入らないようにする。樹木の根等を傷めないよう園路の
線形を見直し、園路舗装工、縁石工の変更を行なう。

建築工事業

勤労体育センター耐震改
みよし市三好町地内
修工事

建物スタンド上部鉄骨屋根の耐震補強
鉄骨製渡り廊下構造補強&上記に伴う建築改修工事一式
【変更設計概要】
平成28年11月11日 ～ 平成28年11月11日 ～
・既設屋根鉄骨部束取付補強を追加する。
平成29年 2月16日
平成29年 2月16日
・既設鉄骨渡り廊下構造補強を取止め、渡り廊下の解体撤去を
追加する。

708 建設工事

土木工事業

三好公園整備工事（三好
みよし市三好町地内
公園）

園路舗装工 Ａ＝345.9(324.4)㎡
縁石工 Ｌ＝312.5(341.9)m
植栽工 低木 Ｎ＝1,070本 植栽工
高木 Ｎ＝17(15)本 吐口桝工 Ｎ＝1基
照明灯工 Ｎ＝2基 排水管付替工 一式(-)

平成28年 9月 9日 ～ 平成28年 9月 9日 ～
平成29年 2月17日
平成29年 2月17日

平成29年2月10日 有限会社多香久組

15,012,000

847 建設工事

土木工事業

側溝整備工事（市道棚田
みよし市福谷町地内
線）

工事延長 Ｌ＝66.4m 側溝工 Ｌ＝132.8m
舗装工 Ａ＝321.6㎡

平成28年10月28日 ～ 平成28年10月28日 ～
平成29年 2月24日
平成29年 2月24日

平成29年2月13日 半澤建設株式会社

6,102,000

918 建設工事

機械器具設置
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４）

マンホールポンプ Ｎ＝1箇所

平成28年12月 9日 ～ 平成28年12月 9日 ～
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

平成29年2月13日

荏原商事株式会社 中部
支社

19,224,000

・本工事施工に伴い、関連工事である道路築造工事の担当者と制御盤の
19,011,240 位置について現地で立会ったところ、制御盤の当初設置計画位置に乗り
入れを設置する予定となっていたため、制御盤の設置位置を変更する。

設計

橋梁設計業務委託（準用
みよし市役所
河川砂後川）

橋梁予備検討 Ｎ＝1橋（Ｌ＝15m）
橋梁詳細設計 Ｎ＝1橋（Ｌ＝15m）
地質調査
Ｎ＝2箇所（Ｌ＝(40)47m）

平成28年 7月29日 ～ 平成28年 7月29日 ～
平成29年 3月22日
平成29年 3月22日

平成29年2月16日

玉野総合コンサルタント
株式会社

15,660,000

16,188,120

街路新設改良工事その２
（都市計画道路平池天王 みよし市三好町地内
台線）

橋梁上部工
主桁工 Ｎ＝27本 舗装工 Ａ＝332.5㎡
排水桝工 Ｎ＝4組 橋面防水工 Ａ＝336.2㎡
高欄 Ｌ＝46.4m
伸縮装置 Ｌ＝48.6m

46,656,000

・交通誘導警備員及びクレーンの規格が、当初架設計画では、隣接地(区
画整理組合施行区域内)を利用した計画であったが、予定地の土地所有
者が建築を行うこととなったため、利用することができなくなった。架設に必
47,581,560 要な用地が確保できないため別の場所に待避地を確保したが、現場まで
の交通誘導が必要になったため、交通誘導警備員を新規計上する。また、
隣接地の利用ができず、作業ヤードが制限され、架設計画にも変更が生じ
るため、クレーンの規格を100t吊から160t吊に変更する。

7,128,000

・3級基準点測量について、周囲に与点とする基本基準点、公共基準点が
不足していたため、N=2点を新規計上する。また、4級基準点測量につい
て、規定の配点密度を満たすようにN=5点からN=8点に変更する。
7,679,880 ・路線測量について、駅前ロータリー部分の縦横断面は既存資料にて計
画の検討が対応できると想定していたが、既存資料のみでは対応ができ
ないことが調整により判明した。そのため路線測量L=0.25kmからL=0.30km
へ変更する。

880 建設工事

671

建設コンサ
ルタント

726 建設工事

584

建設コンサ
ルタント

土木工事業

設計

再整備基本構想策定業
務委託（三好ヶ丘駅前広
場、市道等）

みよし市役所

現況測量 Ｎ＝1式

基本計画策定 Ｎ＝1式

平成28年 9月21日 ～ 平成28年 9月21日 ～
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

平成28年 7月 1日 ～ 平成28年 7月 1日 ～
平成29年 3月27日
平成29年 3月27日

平成29年2月9日 有限会社伊藤組

平成29年2月20日

平成29年2月20日

昭和コンクリート工業株式
会社 中部支店

玉野総合コンサルタント
株式会社

6,102,000 隣接地権者と協議を行った結果、側溝敷設位置を変更する。

・地質調査 2箇所について、支持層確認のため深度を延伸する必要が生
じたため、L=40mをL=47mに変更する。

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28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

地方公会計標準システムの構築及びシステムの運用支援業務
【変更概要】
平成28年 4月15日 ～ 平成28年 4月15日 ～
業務内容から「標準ソフト全体の概要及び活用機能の操作に関
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日
する職員向け研修会（平成28年度中１日／２回開催予定）をみ
よし市役所で行う」の項目を除く。

平成29年2月23日

車止め工4（3）箇所
車止めＡ工 Ｎ＝5（4）基
車止めＢ工 Ｎ＝4（3）基

平成28年12月21日 ～ 平成28年12月21日 ～
平成29年 3月 6日
平成29年 3月 6日

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 打越黒笹１号線 Ａ＝13,309㎡
道路草刈工 打越黒笹２号線 Ａ＝12,644㎡
道路草刈工 その他道路附帯地 Ａ＝17,931(18,615)㎡

平成28年 4月22日 ～ 平成28年 4月22日 ～
平成29年 3月17日
平成29年 3月17日

地方公会計標準システム
導入業務委託（みよし市 みよし市役所
役所）

252 委託

コンピュータ
サービス

943 建設工事

交通安全施設設置工事
とび・土工工事
(市道三好丘旭自転車歩 みよし市三好丘旭地内
業
行者専用道14号線始め)

284 委託

植物管理

中・低木施肥 5,053㎡
芝刈工
3,490㎡
緑地内除草工 12,654㎡
清掃工
117,012㎡

変更前契約金額 変更後契約金額

変更理由

5,400,043

当初は各職員が使用しているPCをクライアント端末として使用し、システ
ムを活用していく計画であったが、Internet Explorerのバージョンがシステ
5,020,045 ムに適合する端末が少なく、平成28年度に庁内全体にシステムを普及す
ることを見送る。職員向け研修会は、庁内全体に普及する時期に合わせ
て実施することが望ましいため、平成28年度中の実施を取りやめる。

平成29年2月24日 有限会社大野建設

1,458,000

1,872,720

地元行政区より車止め1箇所を追加施工して欲しい旨の緊急要望書が提
出されたため、車止め工を3箇所から4箇所に変更する。

平成29年2月24日 野沢建設株式会社

10,584,000

10,461,960

道路草刈工(その他道路附帯地)のうち緊急草刈工について、施工実数に
て変更する。

株式会社日立製作所 中
部支社

平成28年 4月22日 ～ 平成28年 4月22日 ～
平成29年 3月17日
平成29年 3月17日

平成29年2月24日 有限会社ガーデンテクノ

14,040,000

・伐採工について、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。そのため、伐採工N=1本を新規計上す
る。また、伐採に伴い高木軽剪定工をN=363本からN=362本に変更する。
13,979,520
&・薬剤注入工について、植栽の生育状況や天候により害虫の発生する状
況を考慮し、薬剤注入工 N=40本からN=42本に変更し、薬剤個数を280本
から185本に変更する。

平成28年 4月22日 ～ 平成28年 4月22日 ～
平成29年 3月17日
平成29年 3月17日

平成29年2月24日 木戸造園土木株式会社

21,060,000

・伐採工について、高木が標識や照明灯に覆いかぶさるようになり、伐採
21,420,720 するよう地元要望があったため、高木伐採工 Ｎ＝21本を新規計上する。
伐採に伴い高木剪定工 Ｎ＝804本からＮ＝783本に変更する。

平成29年2月24日 有限会社孝宗園

26,460,000

・病害虫防除について、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N=937本を新規計上する。
26,853,120 ・伐採工について、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。そのため、伐採工N=6本を新規計上す
る。また、伐採に伴い高木軽剪定工をN=1,266本からN=1,009本に変更す
る。(直営及び別事業における伐採分を含む)

286 委託

植物管理

街路樹維持管理委託（市
みよし市役所
道黒笹線他９路線）

高木剪定
434本
中・低木剪定 4,558㎡
芝生施肥
1,445㎡
草刈
1,341㎡
(-)伐採工
1本

287 委託

植物管理

街路樹維持管理委託（市
みよし市役所
道福谷線他６路線）

高木剪定 (804)783本
中・低木剪定 5,374㎡
草刈
9㎡
草取工
10,494㎡

平成28年 4月22日 ～ 平成28年 4月22日 ～
平成29年 3月17日
平成29年 3月17日

中・低木施肥 2,892㎡
緑地内除草工 8,814㎡
清掃工
51,709㎡
(-)伐採工
21本

企業名

289 委託

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(1,266)1,253本 中・低木施肥
3,970㎡
中・低木剪定 5,140㎡ 芝刈工
33,938㎡
芝生施肥
10,486㎡ 緑地内除草工
7,721㎡
草刈工
20,340㎡ 清掃工
242,660㎡
(-)病害虫防除 937本

285 委託

植物管理

街路樹維持管理委託（市
道東山台弥栄線他１４路 みよし市役所
線）

高木剪定1,007(1,014)本 中・低木施肥5,956(5,971)㎡
中・低木剪定 5,490(5,479)㎡
緑地内除草工 17,601(17,682)㎡ 草刈工 6,338㎡
清掃工 95,823㎡ 芝刈工 225㎡

平成28年 4月22日 ～ 平成28年 4月22日 ～
平成29年 3月17日
平成29年 3月17日

平成29年2月27日 木戸造園土木株式会社

20,520,000

20,544,840

・病害虫の発生を確認した箇所について、病害虫防除工を新規計上する。
・枯れ木が確認された箇所について、伐採工を新規計上する。

959 建設工事

土木工事業

みよし市三好丘緑地内

管渠更生工 Ｌ＝305.62（308.17）m

平成29年 1月20日 ～ 平成29年 1月20日 ～
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

平成29年2月28日 地建興業株式会社

14,018,400

13,881,240

事前調査を行ったところ、当初設計時より本管延長が短いことが判明し
た。よって管渠更生工を減工した。

みよし市役所

保守点検業務
汚泥試験業務
植栽管理業務

一式
一式
一式

みよし市役所

保守点検業務
汚泥試験業務
植栽管理業務

一式
一式
一式

水質試験業務
薬剤補給業務

一式
一式

みよし市役所

保守点検業務
薬剤補給業務

一式
一式

水質試験業務

一式

みよし市役所

保守点検業務
汚泥試験業務
植栽管理業務

一式
一式
一式

水質試験業務
薬剤補給業務

一式
一式

76 委託

浄化槽等清掃・
点検

79 委託

浄化槽等清掃・
点検

84 委託

浄化槽等清掃・
点検

80 委託

浄化槽等清掃・
点検

公共下水道管路補修工
事（三好処理区）
明知処理区処理施設管
理業務委託（明知家庭排
水処理場、中継ポンプ２
施設）
福谷処理区処理施設管
理業務委託（福谷浄化セ
ンター、中継ポンプ１５施
設）
南台処理区処理施設管
理業務委託（南台浄化セ
ンター、中継ポンプ１施
設）
莇生処理区処理施設管
理業務委託（莇生浄化セ
ンター、中継ポンプ１６施
設）

水質試験業務
薬剤補給業務

一式
一式

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29年3月1日

ホーメックス株式会社 み
よし支店

3,132,000

・本業務履行中、放流水質を安定させるため固形塩素を2,340kgから
3,143,880 2,430kgに変更する。また、脱水する汚泥の量が少なかったことからポリ鉄
2,320kgを1,875kgに変更する。

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29年3月1日

ホーメックス株式会社 み
よし支店

3,780,000

・本業務履行中、放流水質を安定させるため固形塩素を1,380kgから
3,802,680 1,410kgに変更する。また、脱水する汚泥の量が当初計画に比べ多かった
ためポリ鉄8,000kgを8,250kgに変更する。

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29年3月1日 株式会社トーブ

4,860,000

3,795,120

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29年3月1日 株式会社トーブ

5,184,000

・本業務履行中、汚泥処理を安定させるため薬剤補給の高分子凝集剤を
5,171,040 30㎏から90㎏に変更する。また、処理水の消毒に必要な次亜塩素酸ソー
ダを処理水質に合わせ4,000gから2,020㎏に変更する。

728 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(三好中部 みよし市三好町地内
地区)

工事延長 Ｌ＝（1,838.48ｍ）1,747.76ｍ
圧送管布設工（PEφ100）Ｌ＝519.97ｍ、汚水管布設工（VUφ
250）Ｌ＝（31.50ｍ）31.51ｍ、汚水管布設工（VUφ200）Ｌ＝（14.30
平成28年 9月 9日 ～ 平成28年 9月 9日 ～
ｍ）14.50ｍ、汚水管布設工（VUφ150）Ｌ＝（1,241.26ｍ）1,153.29
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日
ｍ、3号レジン人孔設置工 Ｎ＝1基、1号レジン人孔設置工 Ｎ
＝（2基）1基、1号人孔設置工Ｎ＝8基、0号人孔設置工Ｎ＝（24
基）23基、塩ビ人孔設置工Ｎ＝（2基）-基

757 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(三好中部 みよし市三好町地内
地区その２)

工事延長 Ｌ＝652.55(678.50)ｍ
汚水管布設工（VUφ150）Ｌ＝636.89(658.72)ｍ
1号人孔設置工 Ｎ＝3(4)基
0号人孔設置工 Ｎ＝17(21)基

福田老人憩いの家バリア
みよし市福田町地内
フリー改修工事

福田老人憩いの家鉄骨造平屋建230.04 ㎡
内部改修便所改修段差改修 外部改修外構スロープ改修軒裏
改修
上記に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式
平成28年10月14日 ～ 平成28年10月14日 ～
【変更概要】
平成29年 3月10日
平成29年 3月10日
・既設ガス管を一部使用しての改修を取りやめ、プロパンボンベ
を移動
・瞬間湯沸器を屋内型から屋外型に変更
・分電盤の追加から既設分電盤の取替に変更

平成29年3月2日 加藤建設株式会社

カーブミラー工(φ800・2面) Ｎ＝2基
カーブミラー工(φ800・1面) Ｎ＝(10)13基

平成28年10月14日 ～ 平成28年10月14日 ～
平成29年 3月13日
平成29年 3月13日

平成29年3月3日

平成28年 9月16日 ～ 平成28年 9月16日 ～
平成29年 3月23日
平成29年 3月23日

・本業務履行中、汚水の汚濁負荷が不安定であり、放流水質を安定させる
ため薬剤補給のPACを910kgから3,000kg変更しメタノールを廃止する。

平成29年3月2日 野沢建設株式会社

75,060,000

本工事施工中、区画整理事業の道路が地権者及び近隣地権者との協議
71,723,880 により今回築造しないこととなったため当初計画していた管渠築造を廃工
する。

平成29年3月2日 有限会社ミヨシ設備

45,306,000

三好中部特定土地区画整理組合と調整を行った結果、道路造成工事の中
43,311,240 止に伴い、工事延長を減工する。またそれに伴い1号人孔、0号人孔、公共
桝設置工および取付管布設工を減工する。

12,668,400

・当初、ガス配管の一部を改修する計画であったが、床下地等撤去した
際、既設ガス管が腐食しており、改修範囲外でガス漏れが生じる可能性が
あるため、ガス管の改修を取りやめ、プロパンボンベを事務所前に移動
し、ボンベから配管するように変更する。
12,913,560 ・プロパンボンベの移動に伴い、瞬間湯沸器を屋内型から屋外型に変更す
る。
・当初、改修に伴い、必要な電源回路分の分電盤を追加取付として計画し
ていたが、現地調査の結果、既設分電盤が老朽化していることが分かった
ため、取替に変更する。

801 建設工事

建築工事業

827 建設工事

とび・土工工事 カーブミラー設置工事（市
みよし市内
業
内全域）

846 建設工事

土木工事業

歩道築造工事（市道細口
みよし市明知町地内
鏡塚線）

工事延長 Ｌ＝426.8(404.1)m
側溝工 Ｌ＝238.7(211.1)m 横断暗渠工 Ｌ＝8.8(4.4)m
集水桝工 Ｎ＝4(3)箇所 舗装工 Ａ＝1012.8(874.3)㎡
防護柵工 Ｌ＝286.8(261.2)m

平成28年10月28日 ～ 平成28年10月28日 ～
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

平成29年3月3日 有限会社岩城建設

19,440,000

地元行政区及び隣接地権者と工事立会を行った結果、乗入口の位置を変
20,968,200 更する事となった為、隣接地の利用形態を考慮し、かつ事業進捗を図るた
め工事延長を延伸する。

283 委託

植物管理

河川草刈業務委託（準用
みよし市地内
河川唐沢川他７河川）

河川草刈一般部 143,688.0(144,519.6)㎡
河川草刈河床部 10,709.0㎡
樹木剪定
65.6㎡

平成28年 4月22日 ～ 平成28年 4月22日 ～
平成29年 3月17日
平成29年 3月17日

平成29年3月3日 有限会社ガーデンテクノ

16,200,000

16,123,320

Ｇテクノ株式会社 名古屋
支店

3,510,000

4,069,440

地元行政区と協議した結果、カーブミラー工(φ800・1面) N=10基からN=13
基に増工する。

隣接工事及び隣接工場と調整を行った結果、河川草刈（一般部）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

288 委託

877 建設工事

業種名

植物管理

土木工事業

平成28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

街路樹維持管理委託（市
みよし市役所
道三好丘線他８路線）

概要
高木薬剤注入 371本 高木剪定 (1,368)1,358本
中木剪定(松) (785)781本 低木施肥 7,221㎡
低木剪定
7,763㎡ 芝刈工 7,569㎡
緑地内除草 19,710㎡ 草刈工 15,894㎡
清掃
107,052㎡ (-)伐採工 18本

当初工期

変更後工期

平成28年 4月22日 ～ 平成28年 4月22日 ～
平成29年 3月17日
平成29年 3月17日

契約日

企業名

平成29年3月6日 有限会社酒井造園

緊急雨水対策工事（根浦
みよし市根浦町地内
川）

重力式擁壁工 Ｌ＝87.4m （重力式擁壁工 Ｌ＝89.3m）
張ブロック工 Ａ＝415㎡ （張ブロック工 Ａ＝425㎡）
余水吐改修工 一式

平成28年 9月16日 ～ 平成28年 9月16日 ～
平成29年 3月17日
平成29年 3月17日

平成29年3月8日 半澤建設株式会社

平成28年11月11日 ～ 平成28年11月11日 ～
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

平成29年3月7日 半澤建設株式会社

変更前契約金額 変更後契約金額

32,292,000

変更理由
・伐採工について、枯木(松)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。また、高木が標識や照明灯に覆い
かぶさるようになるため、伐採するよう地元要望があった。そのため伐採
32,585,760 工N=18本を新規計上する。また、伐採に伴い高木剪定工をN=1368本から
N=1358本に中木剪定工(松)N=785本からN=781本に変更する。&・高木が
標識や照明灯に覆いかぶさるため、地元要望があった箇所について、高
木軽剪定工N=2本を新規計上する。

31,698,000

調整池散策路からの転落等を防止するため転落防止柵設置工を増工す
る。積みブロック擁壁施工後においても照明灯の操作等に支障がないた
め照明灯移設工を廃工する。調整池境界部及び余水吐への進入等を防
36,053,640 止するためネットフェンス工を新規計上する。調整池車両乗り入れ部にお
いて舗装時に支障となるためガードレール撤去復旧工を新規計上する。調
整池底部のぬかるみがひどく作業に必要な車両及び重機の進入が困難で
あったため敷鉄板工を新規計上する。

34,938,000

既設構造物の撤去を行なった結果、当初把握できないコンクリート殻が地
中から確認された。これに伴い構造物撤去工及び処理運搬費を増工し、
適正な処理を行なう。
36,475,920
伐採・伐根により東郷美化センターで処理できない幹及び根の処理費を計
上する。
園路の線形変更に伴い、舗装工、縁石工、柵工の変更を行なう。

748 建設工事

土木工事業

前田緑道整備工事（前田
みよし市三好町地内
緑道）

舗装工Ａ＝776.9(807.7)㎡
縁石工Ｌ＝278.5(283.4)m
階段工Ｎ＝1箇所
手摺工Ｌ＝107.4(113.9)m
照明灯Ｎ＝5基
ベンチＮ＝4基
四阿Ｎ＝1基
転落防止柵Ｌ＝32.5(34.0)m
メッシュフェンスＬ＝48.9(63.0)m

958 建設工事

土木工事業

農業集落排水管路補修
工事（福田処理区）

みよし市福田町地内

管渠更生工 Ｌ＝488.19(463.88)m

平成29年 1月20日 ～ 平成29年 1月20日 ～
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

平成29年3月8日

株式会社東産業 名古屋
営業所

15,552,000

16,426,800 事業効果向上のため、管渠更生工を増工する。

772 建設工事

土木工事業

橋梁修繕工事（三好ヶ丘
高架橋）

みよし市福谷町及び三
好丘地内

ひびわれ充填工 Ｎ＝1式 ひびわれ注入工 Ｎ＝1式
断面修復工
Ｎ＝1式 伸縮継手補修工 Ｎ＝1式
橋面防水工
Ｎ＝1式 舗装打替工
Ｎ＝1式
足場工
Ｎ＝1式

平成28年 9月30日 ～ 平成28年 9月30日 ～
平成29年 3月17日
平成29年 3月17日

平成29年3月9日

株式会社佐藤渡辺 みよ
し営業所

24,840,000

31,906,440

現地調査を行った結果、伸縮装置取替工を新規計上、表層工及び基層工
のアスファルト合材を変更し、橋梁の長寿命化を図る。

みよし市打越町地内

南中学校 南校舎外壁塗装、ひび割れ補修、浮き部補修、欠損
部補修
平成28年12月 8日 ～ 平成28年12月 8日 ～
【変更設計概要】
平成29年 3月15日
平成29年 3月15日
外壁補修箇所数を一部調査から推測した設計数量から実測数
量に変更する。

30,456,000

29,805,840

足場を設置して外壁の全面調査を行った結果、補修必要箇所数が確定し
たため、一部調査から推測した設計数量から実測数量に変更する。

924 建設工事

塗装工事業

南中学校外壁改修工事

平成29年3月9日 株式会社市川塗工店

749 建設工事

土木工事業

河川改修工事（準用河川
みよし市三好町地内
砂後川）

工事延長 Ｌ＝166.2m
護岸工 Ｌ＝324.2(326.2)m Ｈ＝3.5m
階段工 Ｎ＝1箇所 -(5号重力式擁壁 Ｎ＝1式)
6号重力式擁壁 Ｎ＝1式 -(7号重力式擁壁 Ｎ＝1式)

平成28年 9月16日 ～ 平成28年 9月16日 ～
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

平成29年3月10日 野沢建設株式会社

73,980,000

区画整理組合と協議を行った結果、護岸工が一部不要となったため減工
71,921,520 する。
また、5号重力式擁壁及び7号重力式擁壁を廃工する。

799 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（三好中部 みよし市三好町地内
地区その３）

工事延長 Ｌ＝700.39m (Ｌ＝700.10m)
汚水管布設工（VUφ150）Ｌ＝685.12m (Ｌ＝684.83m)
1号人孔設置工 Ｎ＝4基 0号人孔設置工 Ｎ＝13基

平成28年10月14日 ～ 平成28年10月14日 ～
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

平成29年3月10日 野沢建設株式会社

25,793,640

25,255,800

アスファルト舗装工Ａ＝1615.3(1,035.5)㎡
ブロック舗装工Ａ＝98.8(390.0)㎡
縁石工Ｌ＝517.8(536.3)m ベンチ工Ｎ＝10基
高木植栽工Ｎ＝98本 中低木植栽工Ｎ＝484(475)本
地被類植栽工Ａ＝2901.5(2,393.7)㎡
記念樹移植工Ｎ＝2本
給排水設備工一式 電線管工一式

平成28年11月18日 ～ 平成28年11月18日 ～
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

平成29年3月10日 有限会社ガーデンテクノ

51,840,000

東郷美化センターで処理できない伐根による根の処分費を新規に計上を
する。
水道管理者及び下水道管理者と施設内の給排水について協議を行なった
53,938,440 結果、管径、敷設深さ及び桝の変更を行う。
保田ヶ池公園内で活動行なっているボランティア団体との協議による植栽
内容の変更。
駐車場の安全な利用を考慮し、表層工・車止め工等を新規計上する。

平成28年12月21日 ～ 平成28年12月21日 ～
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

平成29年3月10日 木戸造園土木株式会社

4,752,000

874 建設工事

造園工事業

保田ヶ池公園整備工事
（保田ヶ池公園）

936 建設工事

造園工事業

前田緑道整備工事その２
みよし市三好町地内
（前田緑道）

高木植栽工 Ｎ＝12本
低木植栽工 Ｎ＝500(402)本
張芝工 Ａ＝962.5(1,142.9)㎡

その他業務委
託

展示リニューアル業務委
歴史民俗資料館
託（歴史民俗資料館）

歴史民俗資料館１階及び２階展示室を中心とした展示のリ
ニューアル業務
平成28年 7月 1日 ～ 平成28年 7月 1日 ～
現地実測による展示壁等のサイズ変更。展示資料の変更に伴う 平成29年 3月24日
平成29年 3月24日
安全対策強化及びパネルや展示小台のサイズ変更。

平成29年3月10日

管工事業

サンアート大規模改修（２
みよし市三好町地内
期）機械工事

パッケージエアコンの更新及び新設
【変更概要】
平成28年11月11日 ～ 平成28年11月11日 ～
特別会議室、応接室の空調機の吸気口をフィルター付に変更
平成29年 3月28日
平成29年 3月28日
し、大小ホールピアノ庫・小ホールピンスポット室・楽屋７の空調
機のドレンアップを取りやめる。

平成29年3月13日 三河商事株式会社

サンアート大規模改修（２
みよし市三好町地内
期）電気工事

受変電設備改修、幹線設備改修、電灯・コンセント設備改修、非
常灯・誘導灯改修、弱電設備改修、ＡＶ設備改修（小ホール）、舞
台照明設備改修（小ホール）
平成28年10月28日 ～ 平成28年10月28日 ～
【変更概要】
平成29年 3月28日
平成29年 3月28日
舞台照明用の配管を追加する。親子時計用の配線配管を追加
する。小ホール客席誘導灯の取替えを取りやめる。

サンアート大規模改修（２
みよし市三好町地内
期）建築工事

小ホール出入口沓摺改修、大小ホール舞台グレーチング蓋改
修、設備改修に伴う天井改修&機械室内装改修、上記に伴う建
築工事一式
平成28年11月25日 ～ 平成28年11月25日 ～
【変更概要】
平成29年 3月28日
平成29年 3月28日
小ホール舞台袖床換気ガラリの形状変更、応接室の天井改修
範囲の変更、空調機取替えに伴う天井改修範囲の変更

552 委託

849 建設工事

850 建設工事

899 建設工事

電気工事業

建築工事業

みよし市三好町地内

株式会社ニホンディスプ
レイ

平成29年3月13日 川北電気工業株式会社

平成29年3月13日 ジェイテクノ株式会社

4,624,560

三好中部特定土地区画整理組合の造成工事に伴う道路形態に合わせた
結果、工事延長をL=700.39mに増工した。また、本工事施行中、三好中部
特定土地区画整理組合と調整した結果、公共桝設置及び取付管布設工を
N=32基に減工した。

先行工事の前田緑道整備工事による園路の線形変更に伴い、植栽計画
を変更する。

39,420,000

既存の什器等を撤去した後、再度展示室を実測したところ、展示室の大き
さなど図面とは異なる点が多くあったため、展示壁等は現地実測にて作成
する。
39,420,000
貸出し条件に対応するため、さらなる安全対策を施す。
展示資料が変更となったため、解説用のパネルや展示台の大きさや個数
を資料にあわせて作成する。

57,240,000

57,240,000

天井埋め込みのフィルターを予定していたが、天井内の状況から交換が
非常に困難なため、フィルター付の吸気口に変更する。
現地調査の結果、自然勾配にて排水が可能なことから、ドレンアップポン
プの設置を取りやめる。

119,880,000

舞台照明用配線を天井内ダクトに設置予定であったが、調査の結果、配
線スペースが無いことが判明したため、新規に配管を行い配線する。今回
工事にて、管理室内の親時計と楽屋事務室の子時計を配線する計画であ
119,880,000 るが、各楽屋に将来設置予定の子時計用配線を設置することが合理的で
あることから配線を追加する。小ホール客席誘導灯の取替えを予定してい
たが、取替用電球の製造が中止され、LEDに変更されることとなったため、
今回は取替を見合わせることとする。

31,158,000

小ホール舞台袖換気ガラリ内に設計図に記載のない電気配管があり、ガ
ラリ底面から床組みを行うことが困難なことが判明したため、梁受け材に
床組みを行う形状に変更する。
31,158,000 応接室空調機取替において、照明器具の撤去を予定していたが、照明器
具と一体となったカバーの撤去復旧が必要となったため、追加する。
楽屋空調機取替において、天井点検口からの施工が可能なことが判明し
たため、天井撤去を取りやめる。

変更契約の内容（第4四半期
案件番号 業務区分名

724 建設工事

業種名

土木工事業

平成28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

街路新設改良工事（都市
みよし市三好町地内
計画道路平池天王台線）

工事延長L＝330.3m 舗装工A＝(5,225.2)4,968.6㎡
路床安定処理工A＝(3,029.7)2,811.2㎡
側溝工B300L＝(345.9)353.7m
街渠工L＝(552.1)549.9m
台付管工φ300L＝(36.6)36.4m
横断暗渠工300L＝(14.6)8.8m 集水桝工N＝7箇所
街渠桝工N＝(40)38箇所
防護柵工Gp-Cp-2E Ｌ＝(239.8)246.8m
【変更前工期】平成28年9月9日から平成29年3月24日
【変更後工期】平成28年9月9日から平成29年3月30日

平成28年10月28日 ～ 平成28年10月28日 ～
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

平成28年 9月 9日 ～ 平成28年 9月 9日 ～
平成29年 3月24日
平成29年 3月30日

契約日

企業名

変更前契約金額 変更後契約金額

変更理由

64,584,000

・本工事施工箇所の占用物件工事に時間を要し、当初計画より施工時期
が遅れることとなったため、本工事の工期を延期する。
・占用者との調整により、交差点部の施工について一部控える必要が生じ
たため、減変更とする。
61,579,440
・区画整理組合と乗入設置位置を現地にて調整したため、構造物の設置
位置を変更する。また、区画道路との交差点部の施工範囲を変更する。
・路床安定処理工のため配合設計試験を行ったところ、当初設計と差異が
生じたため、セメント系固化材の添架量を変更する。

平成29年3月15日 大下建設有限会社

21,600,000

・安定処理工のため配合設計試験を行ったところ、当初設計と差異が生じ
たため、セメント系固化材の添架量を 6.21t/100㎡から5.81t/100㎡に変更
する。
20,331,000
・隣接施設管理者との協議により、施工範囲及び復旧範囲が確定したた
め変更する。
・交通誘導警備員について、実績に応じて N=68人をN=13人に変更する。

平成29年3月15日 株式会社愛三工業

1,468,800

1,453,680

平成29年3月15日 有限会社多香久組

7,776,000

舗装工、下層路盤工、安定処理工、コンクリート工及び重力式擁壁工につ
いて、隣地地検者との調整により設置位置や高さ等が決まった。そのた
7,630,200 め、舗装工、下層路盤工及び路床安定処理工をＡ＝299.5㎡をＡ＝292.2㎡
に、コンクリート工をＡ＝14.2㎡からＡ＝18.2㎡に重力式擁壁工をＶ＝5.5m3
からＶ＝5.3m3に変更する。

平成29年3月15日 半澤建設株式会社

845 建設工事

土木工事業

街路新設改良工事（都市
みよし市三好町地内
計画道路蜂ヶ池線）

工事延長 Ｌ＝135m
舗装工 Ａ＝(746.5)734.2㎡
路床安定処理工 Ａ＝(419.1)409.5㎡
都市型側溝工300 Ｌ＝(120.9)121.6m
切下街渠工 Ｌ＝(23.7)18.0m
歩車道境界ブロック工 Ｌ＝(118.2)118.9m
台付管工φ300 Ｌ＝17.1m
集水桝工 Ｎ＝1箇所
街渠桝工 Ｎ＝4箇所
防護柵工 Gp-Cp-2E Ｌ＝(25.3)23.0m

984 建設工事

土木工事業

農業集落排水向管布設
工事（莇生処理区）

工事延長 Ｌ＝23.50m(Ｌ＝24.00m)
汚水管布設工（VUφ150） Ｌ＝22.48m(Ｌ＝22.98m)
塩ビ人孔設置工 Ｎ＝2基

平成29年 1月20日 ～ 平成29年 1月20日 ～
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日

土木工事業

障がい者福祉センター駐
みよし市三好町地内
車場整備工事

側溝工Ｌ＝21.5m 集水桝工Ｎ＝1箇所
舗装工Ａ＝292.2（299.5）㎡ 路盤工Ａ＝292.2（299.5）㎡
路床安定処理工Ａ＝292.2（299.5）㎡
目隠しフェンス工（Ｈ＝1.8m）Ｌ＝28.0m
転落防止柵工Ｌ＝6.5m 車止Ｎ＝4箇所
重力式擁壁工Ｖ＝5.3（5.5）m3 ブロック積工Ａ＝22.3㎡
コンクリート工Ａ＝18.2（14.2）㎡

平成29年 1月27日 ～ 平成29年 1月27日 ～
平成29年 3月30日
平成29年 3月30日

その他業務委
託

みよし市福祉・医療・介護
拠点施設構想策定業務 みよし市役所
委託（みよし市地内）

みよし市福祉・医療・介護長期構想で明らかになった問題に対し
て、解決を図るための拠点施設整備構想を取りまとめる。構想
冊子１００部
平成28年 6月17日 ～ 平成28年 6月17日 ～
[変更概要]
平成29年 3月24日
平成29年 3月24日
①アンケート調査の返信件数 800件→492件
②郵送費単価 発送分：140円→120円 返送分：102円→97円

株式会社サーベイリサー
平成29年3月16日 チセンター 名古屋事務
所

2,667,600

2,616,302

①アンケート調査の返信件数の実績に基づく変更のため
②郵送費単価の変更のため

管工事業

三好公園給水管布設工
事（三好公園）

配水管布設工[HPP(HIVP)φ100] Ｌ＝104.4(106.8)m
配水管布設工[HPP(HIVP)φ75] Ｌ＝55.7(64.9)m
配水管布設工[PPφ50] Ｌ＝116.8(108.9)m
配水管布設工[PPφ20] Ｌ＝11.8(49.3)m
埋設表示テープ工 L＝289.9m(-)

平成29年3月24日 有限会社ミヨシ設備

6,588,000

6,588,000

既設水道管について、試掘調査を行い再度精査を行なった結果、給水管
ルート及び管種を変更する。

985 建設工事

553 委託

986 建設工事

みよし市莇生町地内

みよし市三好町地内

平成29年 1月27日 ～ 平成29年 1月27日 ～
平成29年 3月30日
平成29年 3月30日

本工事施工前に水道事業者と現場にて施行箇所を立ち会った結果、水道
管の位置により管路平面を変更したので工事延長を減工し、小型マンホー
ルを流入方向自在型マンホールに変更する。また、目視にて管通りを確認
することができたため、本管テレビカメラ調査工を廃工する。

