変更契約の内容（第3四半期
案件番号 業務区分名

579 建設工事

573 建設工事

583 建設工事

業種名

土木工事業

土木工事業

土木工事業

平成29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

683 建設工事

845 委託

機械器具設置
工事業

リース・レンタル

平成29年10月10日 有限会社岩城建設

11,556,000

・橋面上工事において、通行止めにて工事を行うと迂回が困難であり一般
交通への影響を考慮し、夜間も片側交互通行とするため、交通誘導警備
員を新規計上する。
14,203,080
・国道での作業について、作業量が少量であることから、通過交通への影
響を考慮し、高所作業車での作業とすることとなったため、足場工として高
所作業車を新規計上する。

平成29年10月13日 有限会社大野建設

7,020,000

側溝整備工事（市道三好
みよし市三好町
東山線）

平成29年 7月 7日 ～ 平成29年 7月 7日 ～
平成29年10月31日
平成29年10月31日

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（2期）工事

鉄骨造2階建 延床面積3,314.52㎡
煮炊室・配膳室：天井耐震化改修
煮炊室・配膳室・空調機械室：空調設備改修
【変更設計概要】
平成29年 5月23日 ～ 平成29年 5月23日 ～
平成29年10月13日 野々山建設株式会社
・煮炊室及び配膳室の空調ダクト用の振れ止めの数量変更をす
平成29年10月27日
平成29年10月27日
る。
・外構アスファルト舗装下の砕石の撤去をとりやめる。
・煮炊室、配膳室及び空調機械室1・2の空調用ダクトの数量変
更をする。

舗装工事業

工事延長 L=360.0(260.0)m
舗装修繕工事（市道三好
みよし市三好丘桜 地内 舗装工 A=3174.1(2394.8)㎡
丘線）
路上再生路盤工 A=3174.1(2394.8)㎡

分庁舎キュービクル設置
みよし市三好町地内
工事

変更理由

22,356,000

工事延長 L=133.3m
側溝工PU3-300A L=102.0(102.5)m 側溝工PU3-300B
L=18.0(19.2)m
電柱除け側溝工300A N=-(2)箇所 横断暗渠工300
L=4.3(4.4)m
集水桝工A(□500H650) N=1基 集水桝工B(□500H600) N=1
基
集水桝工C(□500H550) N=-(1)基 区画線工(実線w=15cm)
L=135.0(107.3)m
区画線工(実線w=30cm) L=2.5m 区画線工(文字・記号 実線
w=15cm換算) L=1.75m

623 建設工事

変更前契約金額 変更後契約金額

既設テニスコートの表面材に石綿が混入していたため、路面切削に伴うア
スファルト殻の運搬処理を石綿を含んだアスファルト殻運搬処理に変更す
23,724,360 る。
また、路面切削の際に石綿が飛散しないようにするため防塵対策として飛
散防止処理工を新規計上する。

平成29年 7月 7日 ～ 平成29年 7月 7日 ～
平成29年12月15日
平成29年12月15日

675 委託

建築工事業

企業名

東明跨道橋修繕工事（市 みよし市三好町及び打
道莇生打越線）
越町地内

管路清掃・調査 L=1155.5m（L=1176.4m）
公共桝清掃・調査N=100箇所（N=102箇所）

平成29年 7月 7日 ～ 平成29年 7月 7日 ～
平成29年10月10日
平成29年10月10日

契約日

ひびわれ注入工 1式
伸縮装置止水材取替工 1式
橋面防水工 1式
舗装打換工 1式

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）

574 建設工事

変更後工期

グランドコート舗装工 Ａ＝1959.2(1,944.1)㎡
フェンス張替工 Ｌ＝138.8(139.3)ｍ

建築工事業

電気工事業

当初工期

テニスコート改修工事（南
みよし市打越町地内
部地区コミュニティ広場）

229 建設工事

575 建設工事

概要

平成29年10月2日 岡本組株式会社

6,821,280

隣接関係者と立会の結果、電柱避け側溝工N=2箇所と集水桝工C N=1基
を廃工とする。

194,400,000

・煮炊室及び配膳室の天井撤去後の調査の結果、振れ止めを取付できる
位置が確定したため、空調ダクト用の振れ止めの数量変更する。
・アスファルト舗装の撤去後、舗装下が改良土であることが判明したため、
196,290,000
アスファルト舗装下の砕石の撤去をやめる。
・煮炊室、配膳室及び空調機械室1・2の天井撤去後の調査の結果、空調
用ダクトの施工位置が確定したため、空調用ダクトの数量変更をする。

平成29年 8月 4日 ～ 平成29年 8月 4日 ～
平成29年11月17日
平成29年11月17日

平成29年10月20日 株式会社サンセルフ

1,171,800

事前調査の結果、当初計画していた路線において、本管の測定距離が異
なることが判明したため高圧洗浄車清掃工（本管）及び本管TV調査工を減
1,151,280 工する。また、公共桝設置位置の不明箇所の判明及び本管TV調査による
取付管個数の増加に伴い、高圧洗浄車清掃工（取付管）、取付管TV調査
工を変更する。

平成29年 8月 4日 ～ 平成29年 8月 4日 ～
平成29年11月10日
平成29年11月10日

平成29年10月27日 大有建設株式会社

23,133,600

同路線に隣接する区間においても現況舗装にクラックやたわみが発生して
29,398,680 おり、今後の修繕の予定にも含まれているため、本工事において延伸し安
全な走行を確保し事業の促進を図るため。

22,572,000

１ 現場着工の後の調査の結果、配線の幹線経路の変更が可能なことが
判明し、経路の変更により経費縮減及び工期短縮が可能なため。
２ 自動火災警報の警戒エリアの変更を行うためには、盤内改造及び接続
13,359,600
切換えが必要なことが判明したため追加する。
３ 中部電力との協議の結果、キュービクル移転に伴い、引込みの工事が
必要となったため追加する。

分庁舎(旧町民病院入院棟(鉄筋コンクリート造3階建て 延べ床
平成29年 7月21日 ～ 平成29年 7月21日 ～
面積1335.21㎡))の解体工事に伴う電気工事
平成30年 3月16日
平成30年 3月16日
キュービクル250KVA 新設&幹線、弱電配線 改修

平成29年11月9日 株式会社イクス

分庁舎（旧町民病院入院
みよし市三好町地内
棟）解体・改修工事

分庁舎(旧町民病院入院棟(鉄筋コンクリート造3階建て 延べ床 平成29年 7月21日 ～ 平成29年 7月21日 ～
面積1335.21㎡))の解体工事&上記に伴う改修工事一式
平成30年 3月16日
平成30年 3月16日

平成29年11月9日 加藤建設株式会社

39,852,000

１ 大気汚染防止法に基づき、建築物の解体において石綿を含む建築用
仕上塗材の除去を行う場合は、石綿が飛散しないように適切に飛散防止
措置をして除去することが必要となったため、当該飛散防止措置を追加す
60,165,720 る。
２ 設計段階では確認できなかった空調用の膨張タンクが今回解体建物
内にあり、移設が必要となったが、老朽化により移設できないため新設す
る。

処理施設維持管理工事
（打越処理区）

自動全窒素・全リン測定機分解整備 1台 微細目スクリーン分
解整備 1台(-)
汚泥乾燥機分解整備 1台 中継ポンプ分解整備 1台(-)
水中撹拌ポンプ取換整備 1台 自動全窒素・全リン給水ポンプ 平成29年 8月18日 ～ 平成29年 8月18日 ～
平成29年11月15日 日立造船株式会社
更新 1台(-)
平成29年12月22日
平成29年12月22日
乾燥機駆動用減速機更新 1台 脱臭装置機器更新 1台(-)
冷却機駆動用減速機更新 1台 ボイラー給水ポンプ更新 1台
(-)

9,309,600

処理施設維持管理委託において処理施設の点検を行ったところ、当初の
11,131,560 想定以上に施設の劣化が著しいことが判明した。汚水の適正な処理を維
持し、周辺住民の生活環境を守る為変更する。

ＬＥＤ道路照明灯賃貸借
業務（みよし市）

みよし市打越町地内

みよし市役所

ＬＥＤ道路照明灯導入 (1,310)1,312灯
落下防止対策 (-)661本

平成29年10月27日 ～ 平成29年10月27日 ～
平成40年 2月29日
平成40年 2月29日

平成29年12月4日

三井住友ファイナンス＆
リース株式会社

645,192

・管理対象外照明灯が12台、管理対象照明灯が14台あることが判明した
ため導入数1310台を1312台に変更する。
・既存照明灯の景観・照度を考慮し、一部の照明機器で改造（エコリメイ
ク）を行う。
・照明灯の型式が古く、灯具の落下防止措置が必要な照明灯があること
683,640
が判明し、661台に対策措置を追加施工する。
・ＬＥＤ化する灯具数量の変更に伴い、環境省補助金の控除費用を変更す
る。
・三好丘地区内の連続照明灯で点滅を集中制御している箇所があり、自
動点滅器の数量1180台を1020台に変更する。

変更契約の内容（第3四半期
案件番号 業務区分名

業種名

平成29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

本業務委託契約の対象となる総合福祉システム機器を平成30年１月１日
4,410,410 から平成30年２月28日までを履行期間として賃借契約したことに伴い、本
契約の履行期間を平成30年２月28日まで延長する。

平成29年11月 2日 ～ 平成29年11月 2日 ～
平成29年12月20日 有限会社伊藤組
平成30年 1月26日
平成30年 2月25日

5,383,800

新設渡り廊下基礎打設部分の基礎土間コンクリートを撤去したところ、既
6,393,600 設電気埋設管が確認された為、既設電気埋設管の経路を変更し、ハンド
ホールを新設する。

平成29年10月20日 ～ 平成29年10月20日 ～
平成29年12月26日 有限会社柴田組
平成30年 1月22日
平成30年 1月22日

2,646,000

交差点内での施工であり早期に開放が必要なため舗装工A=268.0㎡から
2,752,920 A=276.8㎡に増工し区画線工w=15cm L=26.6m,区画線工w=30cm L=5.2m
を新規計上する。

コンピュータ
サービス

総合福祉システム保守業
みよし市役所
務委託（みよし市役所）

総合福祉システムのソフトウェア及びハードウェアの保守業務
履行期間の延長
平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 4月 1日 ～
《変更前履行期間》平成29年４月１日から平成29年12月31日ま
平成29年12月31日
平成30年 2月28日
で
《変更後履行期間》平成29年４月１日から平成30年2月28日まで

822 建設工事

建築工事業

勤労体育センター渡り廊
下改修工事

799 建設工事

塗装工事業

カラー舗装設置工事(市内
みよし市内
全域)

既設電気埋設管の経路を変更し、ハンドホールを新設する。
当初工期 平成29年11月2日～平成30年1月26日
変更工期 平成29年11月2日～平成30年2月25日
路面カラー塗装工 A=276.8(268.0)㎡
区画線工w=15cm L=26.6(-)㎡
区画線工w=30cm L=5.2(-)㎡

変更理由

3,608,550

児童発達支援事業所よつ
みよし市明知町地内
ば増築工事

みよし市三好町 地内

変更前契約金額 変更後契約金額

48,016,800

建築工事業

76 委託

企業名

①外壁の仕様について、施工性を考慮して、モルタル塗りからサイディン
グに変更する。
②療育室について、通園者が予定より増えて２部屋にする必要があるた
め、可動間仕切りを追加する。
49,198,320
③外構工事について、下水道配管を接続するため掘削をしたところ地盤沈
下により配管の規定勾配がとれないことが判明した。別途発注の便所改
修工事で既設配管の取替えを行なうので、該当部分の外構工事を取り止
める。

変更協議事項
①外壁の仕様をモルタル塗りからサイディングに変更する。
②可動間仕切りを追加する。
③外構工事を一部取り止める。
（インターロッキングブロック△２８㎡・コンクリート舗装△３４㎡・
門扉△１ヵ所）

327 建設工事

契約日

平成29年 5月19日 ～ 平成29年 5月19日 ～
平成29年12月28日
平成29年12月28日

平成29年12月7日 加藤建設株式会社

平成29年12月12日 株式会社アイネス

