
変更契約の内容（第4四半期　　平成30年1月～3月　変更契約締結分）
案件番号 業務区分名 業種名 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

800 建設工事 舗装工事業
舗装修繕工事（市道三
好ヶ丘駒場線）

みよし市三好丘旭地内
工事延長　L=90.0m
舗装工　A=1,147.2㎡
路上再生路盤工　A=1,147.2㎡

平成29年11月 2日  ～
平成30年 2月16日

平成29年11月 2日  ～
平成30年 2月16日

平成30年1月5日 野沢建設株式会社 15,120,000 15,772,320

・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
0.626t/100㎡に、アスファルト乳剤 1.298t/100㎡を1.370t/100㎡に変更す
る。
・車線分離標について、既設標の撤去復旧を検討していたが、既設標が一
部強固に固定されており再利用ができない状況であることが判明した。そ
のため、車線分離標を新材として新規計上する。

813 建設工事 建築工事業
北部小学校軒天補修工
事

みよし市根浦町　地内 既設建築用仕上げ塗材の石綿含有調査の追加
平成29年11月 2日  ～
平成30年 1月31日

平成29年11月 2日  ～
平成30年 1月31日

平成30年1月10日 野沢建設株式会社 8,629,200 8,985,600

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
してから除去する必要があり、今回の工事にその措置が必要なのか確認
するため。

752 建設工事 土木工事業
公共下水道管路更生工
事（三好処理区）

みよし市三好丘桜　地内 管渠更生工（φ250）　L=195.04m
平成29年 9月22日  ～
平成30年 3月 9日

平成29年 9月22日  ～
平成30年 3月 9日

平成30年1月11日 中日コプロ株式会社 11,642,400 11,753,640
事前調査（TVカメラ調査）を行った際、取付管が新たに2箇所判明したため
取付管せん孔仕上工をN=22箇所に増工した。

794 建設工事
とび・土工工事
業

カーブミラー設置工事(市
内全域)

みよし市内
カーブミラー工(φ800・2面)N=2基
カーブミラー工(φ800・1面)N=7基

平成29年10月20日  ～
平成30年 1月22日

平成29年10月20日  ～
平成30年 1月22日

平成30年1月12日 三好建設工業株式会社 2,538,000 2,543,400 地元調整した結果、カーブミラー工N=1基を下曲げ工に変更する。

288 建設工事 建築工事業
天王児童クラブ建設（建
築）工事

みよし市三好町地内

天王児童クラブ 鉄骨造２階建て 新築&建築面積 182.56㎡延床
面積 287.51㎡
【変更設計概要】
地盤改良の改良長を変更する。
外構工事のＵ字溝設置の一部をとりやめとする。

平成29年 6月 9日  ～
平成30年 1月26日

平成29年 6月 9日  ～
平成30年 1月26日

平成30年1月15日 野沢建設株式会社 64,260,000 64,260,000

地盤改良工事において、掘削し支持層を確認した結果、設計時の地盤調
査を行っていない地点で支持層が異なったため、改良長を変更する。
玄関ポーチ及びスロープの設置位置の変更に伴い、外構工事のＵ字側溝
と干渉するため、Ｕ字側溝設置の一部をとりやめとする。

289 建設工事 電気工事業
天王児童クラブ建設（電
気）工事

みよし市三好町地内

天王児童クラブ 鉄骨造２階建て 新築
建築面積 182.56㎡延床面積 287.51㎡
【変更設計概要】
弱電設備用の配管経路を変更する。
コンセント設備用配管をスラブ打込み配管から天井内隠ぺい配
管に変更する。

平成29年 6月 9日  ～
平成30年 1月26日

平成29年 6月 9日  ～
平成30年 1月26日

平成30年1月15日 石黒電気工事有限会社 6,588,000 6,588,000

弱電設備用の配管経路を回り込みする経路で計画していたが、施工性を
考慮するため配管経路を変更する。
コンセント設備用配管をスラブ打込み配管で計画していたが、鉄筋工事と
の兼ね合いから施工性を考慮するため、天井内隠ぺい配管に変更する。

290 建設工事 管工事業
天王児童クラブ建設（機
械）工事

みよし市三好町地内

天王児童クラブ 鉄骨造２階建て 新築
建築面積 182.56㎡延床面積 287.51㎡
【変更設計概要】
既設うさぎ小屋の排水管経路及び配管をVP100Aから卵形管
100Aに変更する。
空調用冷媒配管の経路を変更する。
汚水桝用防護蓋を追加する。

平成29年 6月 9日  ～
平成30年 1月26日

平成29年 6月 9日  ～
平成30年 1月26日

平成30年1月15日 株式会社愛三工業 14,796,000 14,732,280

既設うさぎ小屋の排水管経路が建物基礎及び周囲の側溝と干渉するた
め、配管経路を変更する。
室外機まわりの空調用冷媒配管について、電気工事におけるテレビ用ア
ンテナと干渉するため、配管経路を変更する。
汚水桝の蓋が東門前で乗用車等が載る可能性があるため、防護蓋を追加
する。

755 建設工事 土木工事業
農業集落排水管路更生
工事（福谷処理区）

みよし市福谷町地内
【変更前工期】　平成29年9月22日～平成30年3月9日
【変更後後期】　平成29年9月22日～平成30年3月23日

平成29年 9月22日  ～
平成30年 3月9日

平成29年 9月22日  ～
平成30年 3月23日

平成30年1月19日 トーエイ株式会社 13,899,600 13,899,600
管路更生工を増工することに伴い、工期内完了が困難であるため14日間
工期を延期する。

245
建設コンサ
ルタント

建設コンサル
わかば保育園大規模改
修工事設計委託

みよし市役所
委託対象建物の既設建築用仕上げ塗材の石綿含有調査を追加
する

平成29年 4月26日  ～
平成30年 2月 9日

平成29年 4月26日  ～
平成30年 2月 9日

平成30年1月19日 井川建築設計事務所 9,288,000 9,697,320

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
してから除去する必要がある。本設計委託の工事設計内容にその措置を
含める必要があるか確認するため、石綿含有調査を追加する。

293 建設工事 電気工事業
北中学校大規模改修（２
期）電気設備工事

みよし市三好丘桜　地内

北中学校大規模改修（２期）電気設備工事
屋内運動場ＲＣ造一部Ｓ造平屋建1,392.40㎡、北棟校舎ＲＣ造４
階建3,887.31㎡、技術科棟Ｓ造平屋階建351.09㎡
【変更概要】
テレビ用コンセント及び直列ユニット取替の取止め、屋内運動場
分布型感知器（空気管）取替の取止め、屋内運動場外壁灯の増
設、消防用補給水槽警報用配線配管の追加

平成29年 6月 9日  ～
平成30年 1月31日

平成29年 6月 9日  ～
平成30年 1月31日

平成30年1月22日 ユタカテクノス株式会社 21,589,200 21,589,200

今後テレビの取替を行わないため減額変更する。足場設置後の調査によ
り、空気管の状態がよく、取替の必要がないことが判明したため減額変更
する。武道場からの校舎への通路部分が暗く、照明器具を増設するため
増額変更する。消防署との協議により、水槽の液面警報が必要となったた
め増額変更する。

292 建設工事 管工事業
北中学校大規模改修（２
期）機械設備工事

みよし市三好丘桜　地内

北中学校大規模改修（２期）機械設備工事
屋内運動場ＲＣ造一部Ｓ造平屋建1,392.40㎡、北棟校舎ＲＣ造４
階建3,887.31㎡、技術科棟Ｓ造平屋階建351.09㎡
【変更概要】
会議室空調室外機置場の変更、会議室空調機室外機へ遠隔監
視装置の追加、屋内運動場床便所床排水金物の取止め

平成29年 6月 9日  ～
平成30年 1月31日

平成29年 6月 9日  ～
平成30年 1月31日

平成30年1月22日 株式会社川島鉄工所 56,700,000 56,700,000

校舎北側に新たに室外機を設置する予定だったが、南側の空きスペース
に変更するため減額変更する。既存空調機に遠隔監視装置が付いてお
り、学校管理上必要となったため増額変更する。屋内運動場便所の床の
仕様を湿式から乾式へ改修するのに伴い、排水金物が不要となったため
減額変更する。

359 建設工事 建築工事業
北中学校大規模改修（２
期）建築工事

みよし市三好丘桜地内

北中学校大規模改修（２期）建築工事
屋内運動場ＲＣ造一部Ｓ造平屋建1,392.40㎡改修一式、北棟校
舎ＲＣ造４階建3,887.31㎡改修一式、技術科棟Ｓ造平屋建351.09
㎡　改修一式
【変更概要】
技術科棟外壁補修の追加、北校舎棟外壁補修の追加、屋上防
水遮熱塗装を高反射塗装変更、屋内運動場ギャラリーへのタ
ラップ改修

平成29年 5月16日  ～
平成30年 1月31日

平成29年 5月16日  ～
平成30年 1月31日

平成30年1月22日 株式会社マルケイ 189,000,000 189,000,000

外壁補修範囲を足場設置後に調査し、補修部分の面積が確定したため数
量を増額変更する。屋上防水遮熱塗料を計画していたが、同程度の機能
を有し経済的な工法があることが判明したため減額変更する。工事発注後
に屋内運動場ギャラリーへのタラップの不具合が発生し、安全上取替えが
必要となったため増額変更する。



変更契約の内容（第4四半期　　平成30年1月～3月　変更契約締結分）
案件番号 業務区分名 業種名 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

812 建設工事 舗装工事業
舗装修繕工事（市道八和
田西山線）

みよし市明知町地内

工事延長　L=308.0m
舗装工（車道部t=10cm）　A=2221.0(2209.0)㎡
舗装工（乗入部t=5cm）　A=21.6(6.4)㎡
舗装工（歩道部t=3cm）　A=41.9(34.4)㎡
路上再生路盤工　A=2221.0(2209.0)㎡
区画線工　L=780.0(771.3)m　　道路鋲設置工(　－　)　N=7基

平成29年11月17日  ～
平成30年 2月16日

平成29年11月17日  ～
平成30年 2月16日

平成30年1月23日 株式会社藤和アスコン 22,636,800 23,203,800

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、当初設計値と試験結果に差異があったため、セメント系固化材（無粉
塵型・フレコン）添加量とアスファルト乳剤添加量を変更する。現地確認の
結果、設計時よりも現地の舗装状況が悪化していたため、乗入部と歩道部
を変更する。施工時、現地にある道路鋲が支障となり撤去を行った結果、
撤去後状態を確認したところ再使用できないことが判明したため、道路鋲
設置工を新規計上する。

797 建設工事 土木工事業
明知保育園駐車場整備
工事

みよし市明知町地内

側溝工　L=32.1m
集水桝工　N=1箇所&舗装工　A=102.0㎡　　路盤工　A=355.0㎡
路床安定処理工　A=(193.0)㎡→249.9㎡
目隠しフェンス工(H=1.8m) L=32.0m
ネットフェンス工(H=1.8m) L=30.1m

平成29年11月 2日  ～
平成30年 2月16日

平成29年11月 2日  ～
平成30年 2月16日

平成30年1月24日 三好建設工業株式会社 5,670,000 6,036,120

・法面部の処理方法について、隣接地権者と立会いを行い、コンクリート打
設からコンクリート板柵によることとなったため、コンクリート柵板工L=12.0
㎡を新規計上しコンクリート打設工A=38.0㎡をA=33.4㎡に変更する。・下草
等の処理を行い現地確認を行ったところ、撤去すべき雑木が2本であるこ
とが判明したため、伐採抜根工N=1本をN=2本に変更する。
・表土を撤去し路床部の状況を確認したところ、安定処理が必要となる箇
所が当初想定していたより多かったため、路床安定処理工A=193.0㎡を
A=249.9㎡に変更する。

712 建設工事 土木工事業
街路新設改良工事（都市
計画道路蜂ヶ池線）

みよし市三好町地内

工事延長　L=219.1m
舗装工　A=(1,126.5)1,270.8㎡
路盤工 A=(604.6)432.2㎡
路床安定処理工　A=(422.4)432.2㎡
路上再生路盤工 A=(441.4)431.3㎡

平成29年 9月 1日  ～
平成30年 3月23日

平成29年 9月 1日  ～
平成30年 3月23日

平成30年1月26日 野沢建設株式会社 25,812,000 25,442,640

・本線舗装工 B及び将来歩道部について、隣接関係者との調整により、夜
間施工とし、将来歩道部、すりつけ舗装部 舗装工について、施工範囲を
変更する。
・施工・路床安定処理工及び路上再生路盤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、セメント系固化材及びアスファル
ト乳剤の添加量を変更する。
・試掘の結果、既設舗装厚が当初計画と相違があったため、舗装取壊、切
削工及び不陸整正工を変更する。

798 建設工事 土木工事業
みどり保育園駐車場整備
工事

みよし市三好丘桜地内

駐車場舗装　A=500.0㎡→A=485.4㎡
ネットフェンス工　L=25.0m→L=30.3m
目隠しフェンス工　L=45.0m→L=44.0m
車止め工　N=2基　コンクリート保護工　A=33.0㎡→A=49.1㎡
側溝工 L=40.2m→L=39.5m
グレーチング工　L=15.5mを新規計上

平成29年11月 2日  ～
平成30年 2月16日

平成29年11月 2日  ～
平成30年 2月16日

平成30年2月7日 大下建設有限会社 7,538,400 7,714,440
駐車場目隠しフェンスと隣接地との間について隣接地が１ｍ以上低く、草
刈等の維持管理作業の危険性が懸念されるため、コンクリート保護工によ
り裸地部分の雑草対策を行う。

706 建設工事 土木工事業
街路新設改良工事（都市
計画道路青木線）

みよし市三好町地内

橋梁上部工
主桁工 N=27本
排水桝工 N=(4)8組
伸縮装置 L=52.2m
鋼製高欄 L=(32.6)50.9m
(-)舗装工 A=358.6㎡

平成29年 9月27日  ～
平成30年 3月23日

平成29年 9月27日  ～
平成30年 3月23日

平成30年2月7日
昭和コンクリート工業株式
会社

63,180,000 68,159,880

・排水桝について、受注者からの提案があり、管理者との調整をおこなっ
た結果、良好な排水を確保し、将来管理を良好なものとすることとしたた
め、排水桝N=4組をN=8組に変更する。
・区画整理事業の進捗とあわせた事業進捗を図るため、高欄工、橋名板を
変更及び　アスファルト舗装工、防水層（シート系・塗膜系）、調整コンク
リート工を新規計上する。

660 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
地区）

みよし市三好町地内
【変更前工期】　平成29年8月4日～平成30年2月23日
【変更後後期】　平成29年8月4日～平成30年3月20日

平成29年 8月 4日  ～
平成30年 2月23日

平成29年 8月 4日  ～
平成30年 3月20日

平成30年2月7日 株式会社三文 22,464,000 22,464,000

本工事を施工するにあたり三好中部特定土地区画整理組合の工事施工
後ではないと施工できない路線があり、組合工事の施工完了が2月末であ
るとわかったため、当該工事の当初工期内に施工が出来ないことにより25
日間工期を延期する。

621 建設工事 土木工事業
街路新設改良工事（都市
計画道路平池天王台線）

みよし市三好町地内
【変更前工期】　平成29年8月4日から平成30年2月28日
【変更後後期】　平成29年8月4日から平成30年3月26日

平成29年 8月 4日  ～
平成30年 2月28日

平成29年 8月 4日  ～
平成30年 3月26日

平成30年2月14日 半澤建設株式会社 29,041,200 29,041,200
本工事施工箇所の占用物件工事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。そのため、本工事の工期を延期する。

92 委託
浄化槽等清掃・
点検

農業集落排水処理施設
管理業務委託（明知、東
山、福田処理区）

みよし市役所

保守点検業務　１式
水質試験業務　１式
汚泥試験業務　１式
薬剤補給業務　１式
植栽管理業務　１式

平成29年 4月 1日  ～
平成31年 3月31日

平成29年 4月 1日  ～
平成31年 3月31日

平成30年2月14日 ホーメックス株式会社 35,402,400 35,419,680 刈草処分費および高分子凝集剤量を実績に合わせて変更する。

430 委託 植物管理
草刈業務委託（三好雨水
幹線他１６箇所）

みよし市役所

草刈　A=45,272m2（A=44，417m2）
剪定(低木)　A=610m2&剪定(高木)　A=99本
軽剪定　N=113本
伐採　N=20本（－）

平成29年 5月26日  ～
平成30年 2月28日

平成29年 5月26日  ～
平成30年 2月28日

平成30年2月14日 木戸造園土木株式会社 10,044,000 10,361,520

三好丘あおば二丁目調整池の防草対策箇所の一部が劣化し、草が生え
道路に侵入し交通の支障になるため草刈工を増工する。また、上ヶ池雨水
幹線にて自生した樹木が隣地に侵入、及び雨水管に破損等の影響を及ぼ
す可能性があるため伐採工を新規計上する。
草刈処分費については、実績量に合わせて減量する。

793 建設工事 土木工事業
公共下水道マンホール改
築工事その６（三好処理
区）

みよし市三好町地内　他 マンホール改築工（φ900*600）N=3箇所
平成29年10月20日  ～
平成30年 3月 9日

平成29年10月20日  ～
平成30年 3月 9日

平成30年2月16日 半澤建設株式会社 3,456,000 3,456,000
道路管理者と立会い協議した結果、区画線工（外側線L=4ｍ）を新規計上
する。

91 委託
浄化槽等清掃・
点検

農業集落排水処理施設
管理業務委託（福谷、新
田根浦、莇生処理区）

みよし市役所

保守点検業務　１式
水質試験業務　１式
汚泥試験業務　１式
薬剤補給業務　１式
植栽管理業務　１式

平成29年 4月 1日  ～
平成31年 3月31日

平成29年 4月 1日  ～
平成31年 3月31日

平成30年2月16日 株式会社トーブ 29,052,000 29,296,080 消毒薬品および凝集剤を実績に合わせて変更する。

705 建設工事 土木工事業 三好公園整備工事 みよし市三好町地内

園路舗装工　A=413.1(341.5)㎡、縁石工　L=362.3(285.1)m、照明
灯設置工　N=8基
集水桝工　N=4基、健康遊具設置工　N=5(3)基、ベンチ設置工
N=4(3)基
進入防止柵設置工　L=80.0(50.0)m

平成29年 9月15日  ～
平成30年 2月28日

平成29年 9月15日  ～
平成30年 2月28日

平成30年2月19日 有限会社多香久組 21,600,000 26,367,120
事業の進捗をはかり、利用者の安全性・利便性を高めるため、透水性舗
装工、縁石工、健康遊具設置工、ベンチ設置工、進入防止柵設置工を増
工する。



変更契約の内容（第4四半期　　平成30年1月～3月　変更契約締結分）
案件番号 業務区分名 業種名 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

959 建設工事 土木工事業
農業集落排水向管布設
工事（福谷処理区）

みよし市福谷町地内

工事延長　L=38.80m
汚水管布設工（φ150）　L=37.97m
0号人孔設置工　N=1箇所
1号人孔設置工　N=1箇所
公共桝設置工　N=1箇所

平成30年 1月26日  ～
平成30年 3月23日

平成30年 1月26日  ～
平成30年 3月23日

平成30年2月22日 有限会社岩城建設 3,996,000 4,120,200
既設水道管および既設農水管と占用位置について調整を行った結果、汚
水管布設縦断を変更し、表層工及び不陸整正工を増工する。

93 委託
浄化槽等清掃・
点検

農業集落排水処理施設
管理業務委託（打越処理
区）

みよし市役所

保守点検業務　１式
水質試験業務　１式
肥料試験業務　１式
汚泥乾燥機運転業務　１式
薬剤補給業務　１式
植栽管理業務　１式

平成29年 4月 1日  ～
平成31年 3月31日

平成29年 4月 1日  ～
平成31年 3月31日

平成30年2月22日 日立造船株式会社 60,480,000 60,469,200 刈草処分費を実績に合わせて変更する。

796 建設工事
とび・土工工事
業

三好公園弓道場整備工
事

みよし市三好町地内

防矢ネット設置工(H=5.0m)　L=34.0(14.0)m
防矢ネット張替工(H=3.3m)　L=47.9m
タレネット設置工(H=8.0m)　N=2箇所
タレネット設置工(H=10.0m)　N=1箇所
防矢壁設置工　L=48.7(48.3)m

平成29年11月 2日  ～
平成30年 3月16日

平成29年11月 2日  ～
平成30年 3月16日

平成30年2月26日 半澤建設株式会社 17,658,000 21,539,520
弓道場の新設防矢ネット(H=5.0m)について、安全性をより高めるため、延
長をL=14.0mからL=34.0mに延伸する。

756 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　L＝97.0(88.0)m
護岸工　L=179.2(161.8)m　H=3.5m
階段工　N=2箇所
5号排水工　N=1箇所

平成29年 9月29日  ～
平成30年 3月26日

平成29年 9月29日  ～
平成30年 3月26日

平成30年3月1日 野沢建設株式会社 52,380,000 57,805,920

区画整理事業区域内河川の早期完了のため、護岸工L=161.8mから
L=179.8mに増工する。隣接工事と工程、進入路について調整を行った結
果、仮設用進入路が必要となったため、敷鉄板(22×1524×6096,賃借期
間120日) N=30枚を新規計上する。

755 建設工事 土木工事業
農業集落排水管路更生
工事（福谷処理区）

みよし市福谷町地内 管渠更正工（φ200）　L=357.68(275.87)m
平成29年 9月22日  ～
平成30年 3月23日

平成29年 9月22日  ～
平成30年 3月23日

平成30年3月1日 トーエイ株式会社 13,899,600 18,010,080
事前調査を行った結果、上流部においても管路の破損が確認されたため
管渠更正工を増工する。

707 建設工事
機械器具設置
工事業

処理施設維持管理工事
（福谷、新田根浦、莇生処
理区）

みよし市福谷町地内　他
処理施設分解整備　N=10箇所
処理施設更新　　　N=27(17)箇所

平成29年 9月15日  ～
平成30年 3月23日

平成29年 9月15日  ～
平成30年 3月23日

平成30年3月1日 株式会社トーブ 32,184,000 34,912,080
処理施設の点検を行ったところ、当初想定していた以上に施設の経年劣
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、処理施設更新を増工する。

94 委託
浄化槽等清掃・
点検

コミュニティ・プラント処理
施設管理業務委託（平
池、明知上、南台処理区）

みよし市役所

保守点検業務　１式
水質試験業務　１式
薬剤補給業務　１式
植栽管理業務　１式

平成29年 4月 1日  ～
平成31年 3月31日

平成29年 4月 1日  ～
平成31年 3月31日

平成30年3月1日 ホーメックス株式会社 38,469,600 38,459,880
刈り終えた草を十分に乾燥させてから搬出することにより処分重量を抑え
られたため、草刈処分重量を当初予定量より減量する。

90 委託
上・下水道施設
管理

公共下水道施設管理業
務委託（三好処理区）

みよし市役所

中継ポンプ場点検業務　３箇所
中継ポンプ点検業務　５７箇所
中継ポンプ槽内清掃業務　６０箇所
植栽管理業務　１式

平成29年 4月 1日  ～
平成31年 3月31日

平成29年 4月 1日  ～
平成31年 3月31日

平成30年3月1日 株式会社エステム 13,500,000 12,923,280
刈り終えた草を十分に乾燥させてから搬出することにより処分重量を抑え
られたため、草刈処分重量を当初予定量より減量する。

871 建設工事 土木工事業
三好西部地区公共下水
道管渠築造工事（第Ｓ８４
工区その２）

みよし市福田町地内
工事延長　L=250.90(254.50)m
汚水管布設工(VUφ300)　L=249.02(252.62)m
0号人孔設置工　N=3基

平成29年12月15日  ～
平成30年 3月26日

平成29年12月15日  ～
平成30年 3月26日

平成30年3月2日 株式会社三文 33,480,000 39,731,040
当初想定より大型車交通量が多く、舗装の劣化が著しいため表層工およ
び基層工を新規計上する。

792 建設工事 建築工事業
明知下老人憩いの家バリ
アフリー改修工事

みよし市明知町　地内
【変更概要】
花壇レンガ積みの一部撤去及び復旧を追加する。

平成29年11月 2日  ～
平成30年 3月 9日

平成29年11月 2日  ～
平成30年 3月 9日

平成30年3月5日 有限会社信友建設 13,435,200 13,700,880
地元との打ち合わせの際に、工事中に施設を利用するための仮設の入口
を設けてほしいとの要望があり、協議の結果、仮設の入口の必要性が認
められたため、花壇レンガ積み一部撤去及び復旧を追加する。

500
建設コンサ
ルタント

設計

駅前広場等基本設計及
び実施設計業務委託（三
好ヶ丘駅前広場及び市道
三好丘駅前線）

みよし市役所

駅前広場基本設計及び実施設計　N=1箇所
道路予備設計及び詳細設計　　　L=－(0.20)km
交差点予備設計及び詳細設計　　N=1(2)箇所
撤去設計　　　　　　　　　　　N=1式
シェルタ建築設計　　　　　　　N=1式(－)

平成29年 6月 2日  ～
平成30年 3月21日

平成29年 6月 2日  ～
平成30年 3月21日

平成30年3月7日
玉野総合コンサルタント
株式会社

16,200,000 17,193,600

・地元との調整により、市道部分の形態を変更しないこととなったため、道
路予備設計及び詳細設計を廃工し、交差点予備設計及び詳細設計をN=2
箇所からN=1箇所に減工する。
・関係部局との調整により、さんさんバスのバス停及び身障者用の乗降車
場付近に、雨避けのシェルタの設置が必要であると判断されたため、設置
に必要な建築設計を新規計上する。

308 委託
その他業務委
託

街路樹維持管理委託(市
道東山台弥栄線他１４号
線)

みよし市役所

高木剪定　(998)1007本　　　   　　中・低木施肥　5956㎡
中・低木剪定　(5592)5490㎡　　　　緑地内除草工　17601㎡
草刈工　6338㎡                    清掃工　95823㎡
芝刈り工　225㎡

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成30年3月7日 木戸造園土木株式会社 24,192,000 25,644,600

巡回確認したところ病害虫の発生を確認したため、薬剤散布を行うため病
害虫防除工(高木管理)N=8本及び病害虫防除工(中・低木管理)A=136㎡を
新規計上する。また枯れ木が確認されたため伐採工(幹周30cm～
59cm)N=9本を新規計上する。それに伴い、高木剪定工1007本から998本
に変更する。

307 委託
その他業務委
託

道路草刈管理業務委託
(市道打越黒笹１・２号線)

みよし市役所
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　その他道路付帯地　A=17,904(17,931)㎡

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成30年3月7日 野沢建設株式会社 10,800,000 10,776,240 処分量を実数に応じて減量する。



変更契約の内容（第4四半期　　平成30年1月～3月　変更契約締結分）
案件番号 業務区分名 業種名 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

305 委託
その他業務委
託

河川草刈業務委託(準用
河川唐沢川他７河川)

みよし市役所
河川草刈一般部　144,360.5(143,944.5)㎡
河川草刈河床部　10,709.0㎡
樹木剪定　65.6㎡

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成30年3月7日 有限会社ガーデンテクノ 18,360,000 18,553,320
地域住民の要望により、草が伸びて通行の妨げになっている箇所がある
ため、草刈工L=104mを増工する。

954 建設工事
とび・土工工事
業

カーブミラー設置工事そ
の3(市内全域)

みよし市内
カーブミラー工(φ800・2面)N=3基
カーブミラー工(φ800・1面)N=0(1)基

平成30年 1月26日  ～
平成30年 3月23日

平成30年 1月26日  ～
平成30年 3月23日

平成30年3月8日 三好建設工業株式会社 1,533,600 1,289,520
土地所有者の同意が得られなったため地元行政区と協議した結果、カー
ブミラー設置工N=1基を廃工にする。

905 建設工事
とび・土工工事
業

カーブミラー設置工事そ
の2(市内全域)

みよし市内
カーブミラー工(φ800・2面)N=1基
カーブミラー工(φ800・1面)N=4(5)基

平成29年12月22日  ～
平成30年 3月23日

平成29年12月22日  ～
平成30年 3月23日

平成30年3月8日 半澤建設株式会社 1,674,000 1,326,240
隣接地権者の同意が得られなかったため地元行政区と協議した結果カー
ブミラー設置工N=1基を廃工にする。

313 委託 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
ド）

三好公園総合体育館

液肥散布工　3回、養生剤散布工　2回
施肥工　5回、防除工　（2回）3回
エアレーション工　3回
目土工　3回、播種工　1回
芝刈工　（4回）3回

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月23日

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月23日

平成30年3月8日 有限会社ガーデンテクノ 20,844,000 20,471,400

・防除工(1)で使用する天敵線虫殺菌剤が調達困難となったため、同等の
効果をもつクロラントラリニプロールに変更する。
・目土工（１）において、芝（ティフトン419）の張替必要箇所が設計数量の
半数で十分であるため数量を減らす。また、既存の芝の養生に充てるた
め、洗砂と肥料の数量を増やす。
・芝刈工実施回数を４回から３回に減数する。
・芝の状態を維持するため雑草抑制剤を追加散布する。
・施肥工（４）において、既存芝の養生に充てるため、肥料を追加する。

302 委託 植物管理 境川緑地管理委託 みよし市役所
高木剪定　N=61本、低木剪定　A=2,660㎡、芝刈り
A=188,350(180,250)㎡、
草取り　A=16,140㎡、草刈工　A=125,670㎡

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月23日

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月23日

平成30年3月8日 有限会社マツイワ 33,804,000 35,403,480

雨が多くマレットゴルフ場の草の伸びるペースが例年より早かったため、芝
刈り作業を9回から11回に変更する。
集中豪雨及び台風による大雨により境川の水位が増し、ゴミが堆積してし
まったため、緊急緑地清掃を新規計上する。

870 建設工事 土木工事業
サンアート駐車場出入口
改修工事

みよし市三好町　地内

【変更概要】
カーブミラー工の追加
車止工 N=6箇所を N=4箇所に変更、固定式 N=1箇所を新規計
上
照明灯配管工、散水栓撤去設置工の新規計上
マンホール工 N=2箇所を N=3箇所に変更

平成29年12月15日  ～
平成30年 3月23日

平成29年12月15日  ～
平成30年 3月23日

平成30年3月9日 有限会社岩城建設 7,776,000 8,361,360

管理者と協議の結果、交通安全を考慮し出入口正面にカーブミラーを新規
計上する。また車止工について、乗入口車道部の車止を廃工とし固定式を
設置することとなったため、車止工Ｎ＝６箇所をＮ＝４箇所に変更し、固定
式Ｎ＝１箇所を新規計上する。
車道拡幅による影響で新たに配管等を設置する必要が生じたため、照明
灯配管工、散水栓撤去設置工、マンホール工を新規計上する。

887 建設工事 舗装工事業
舗装修繕工事(市道潮
見ヶ丘打越線)

みよし市打越町地内

工事延長 L=220m
舗装工 A=1623.0(1628.5)㎡、側溝工A PU3-300 L=2.0m、側溝
工 PU3-300 L=(0.35)1.0m、集水桝工　B500-L500-H550 N=1
基、転落防止柵工　L=16.4m

平成29年12月15日  ～
平成30年 3月23日

平成29年12月15日  ～
平成30年 3月23日

平成30年3月9日 株式会社佐藤渡辺 12,852,000 13,806,720
隣接事業者と協議した結果、車両の出入りが不定期であるため営業の支
障にならないように夜間施工に変更する。
また現地精査の結果、舗装工1628.5㎡から1623.0㎡に変更する。

823 建設工事
とび・土工工事
業

東山公園配水塔解体撤
去工事

みよし市東山台地内
PCタンク取壊し工　一式&管理棟・弁室等取壊し工　一式
既設管撤去工　一式

平成29年11月17日  ～
平成30年 3月26日

平成29年11月17日  ～
平成30年 3月26日

平成30年3月9日 株式会社今井組 31,968,000 32,104,080

配水塔の解体撤去後に地元行政区及び環境課と立会いをした結果、将来
的な維持管理を考慮しゴミステーションの設置位置を変更する。
また、当初は別工事の残土を埋戻し土として予定していたが、公園広場と
しての利用を考慮し、一部を改良土と山砂に変更する。

743 建設工事 土木工事業 保田ヶ池公園整備工事 みよし市三好町地内

側溝工　L=477.3(478.8)m　　管渠工　L=381.4(397.0)m
集水桝工　N=30(29)基　　雨水人孔工　N=9基
舗装工　A=333.7(343.0)㎡　　給排水設備工　一式
電気設備工　一式　　切土工　V=9663.5m3　　盛土工
V=4403.9m3
残土処分　V=4007(2760)m3

平成29年10月13日  ～
平成30年 3月16日

平成29年10月13日  ～
平成30年 3月16日

平成30年3月9日 タチバナ建設株式会社 41,040,000 47,624,760
植樹祭の計画が決定し、造成土量が確定したため、残土処分工
V=2760m3をV=4007m3に増工する。

312 委託 植物管理
広場緑地保全業務委託
（緑と花のセンター）

緑と花のセンター

芝刈工　16,906㎡
芝生施肥工　15,949㎡
液肥散布工　8,996㎡
目土工　12,119㎡
高木剪定工　10本

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成30年3月9日 有限会社マツイワ 8,640,000 8,628,120
芝刈工において、天候の影響により芝草の生育が抑えられ、作業後に発
生した刈芝の量が見込みより少なかったため、処理数量を減量する。

912 建設工事 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=88.0m
側溝工A　L=156.5(160.6)m　側溝工B　L=3.5(2.0)m
横断暗渠工　L=5.4(4.8)m　　集水桝工(□500-H500)　N=4基　舗
装工(t=5cm)　A=271.0(282.7)㎡　カーブミラー設置工　N＝1(-)基

平成30年 1月11日  ～
平成30年 3月26日

平成30年 1月11日  ～
平成30年 3月26日

平成30年3月12日 野沢建設株式会社 5,346,000 5,808,240

・道路高変更により生じた民地乗入部の段差処理と道路からの雨水の処
理について地権者と立会をした結果、張りコンクリート工A=4.1㎡からA=8.9
㎡に変更し、側溝工B(250)L=2.0ｍからL=3.5ｍに変更する。
・地権者と立会の結果、側溝布設位置が確定したため、表層工A＝282.7
㎡からA=271.0㎡に変更する。・地元行政区より要望のあった本工事近接
地のカーブミラーの修繕について、本工事内で修繕を行うためカーブミラー
設置工（Φ800　１面　SP基礎）（鏡面再利用）を新規計上する。

859 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=54.9m（L=53.7m）
側溝工（PU3型-300）L=38.1m（L=37.5m）
舗装工　A=339.6m（A=323.8㎡）

平成29年12月 1日  ～
平成30年 3月23日

平成29年12月 1日  ～
平成30年 3月23日

平成30年3月12日 野沢建設株式会社 5,583,600 5,877,360

車両通行の安全を考慮した交差点形状にするため、側溝の接続位置を変
更し、側溝工を増工する。
電柱の移転位置に合わせフェンス・空洞ブロック工を変更する。
舗装本復旧前に道路管理者と現場にて立会った結果、舗装の劣化等を考
慮し、舗装復旧範囲を変更する。



変更契約の内容（第4四半期　　平成30年1月～3月　変更契約締結分）
案件番号 業務区分名 業種名 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

759 建設工事 電気工事業
サンアート大規模改修（３
期）電気工事

みよし市三好町　地内

【変更概要】
（１）動力盤３ＣＰ－４の撤去・新設の取りやめ
（２）停電工事に伴う仮設電源工事の追加
（３）仮設電源盤への配線・配線工事の追加

平成29年10月13日  ～
平成30年 3月30日

平成29年10月13日  ～
平成30年 3月30日

平成30年3月12日 アイワ電設開発株式会社 91,260,000 91,549,440

（１）指定管理者にて修繕を行ったことにより、取替えが不要となったため。
（２）停電期間中の施設管理について、指定管理者との協議の結果、電源
供給の必要な箇所が増えたため。
（３）別工事にて仮設電源盤を舞台上手・下手の２箇所に設置することにな
り、電源供給のための渡り配線が必要となったため。

621 建設工事 土木工事業
街路新設改良工事（都市
計画道路平池天王台線）

みよし市三好町地内

工事延長　L=198.2m
舗装工A=2,923.4(1,960.3)㎡　路床安定処理工
A=1,595.7(1,497.5)㎡
側溝工B300　L=153.3(150.7)m　街渠工　L=287.1(283.9)m
台付管工Φ300　L=18.4m　集水桝工　N=5箇所
街渠桝工　N=23箇所　防護柵工　Gp-Cp-2E　L=38.4(18.2)m

平成29年 8月 4日  ～
平成30年 3月26日

平成29年 8月 4日  ～
平成30年 3月26日

平成30年3月12日 半澤建設株式会社 29,041,200 34,943,400

No31+7.4m付近において道路と民地乗入部の段差処理について地権者と
立会した結果、張コンクリート工A=19.3㎡を新規計上する。路床安定処理
工のため配合設計試験を行った結果、セメント系固化材の添加量を車道
本線において4.76t/100㎡から4.58t/100㎡へ車道支線において4.02t/100
㎡から3.88t/100㎡に変更する。占用者、区画整理組合との調整により、占
用物の施工を待って控えていた部分の施工が可能となったため事業進歩
を図るため範囲の施工を追加する。

660 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
地区）

みよし市三好町地内

工事延長　L=442.29m（L=442.00m）
汚水管布設工（VUφ150）　L=433.37m（L=433.66m）
0号人孔設置工　N=11基
塩ビ人孔設置工　N=1基

平成29年 8月 4日  ～
平成30年 3月20日

平成29年 8月 4日  ～
平成30年 3月20日

平成30年3月12日 株式会社三文 22,464,000 22,784,760

・当初設計に含まれる対象路線のうち、HR130路線は区画整理事業の造
成工事にあわせ施行を行う予定であったが、工事発注後の打合せの結
果、本年度は施行しないこととする。
・HR130路線の当初設計は路盤下での施行を予定していたが、生活道路
であり計画道路高で砕石舗装がしてあったため、掘削深が深くなったこと
により深さL=1.5mを超える区間の素掘りを土留工に変更する。

304 委託
その他業務委
託

街路樹維持管理委託（市
道福谷線他６路線）

みよし市役所

高木剪定　　　757(782)本　　中・低木施肥　 　2,892㎡
中・低木剪定　　 5,374㎡　 緑地内除草工　　 8,814㎡
草刈　　　　　　　　 9㎡   清掃工　　　　　51,709㎡
草取工　　　　　10,494㎡　 伐採             25(-)本
伐採           45.4(-)㎡

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成30年3月12日 木戸造園土木株式会社 23,868,000 24,287,040

・枯木が確認され、街路樹の状況を確認したが再生の見込める状態では
なかったことや車で交差点へ進入する際高木や低木が支障となり視距を
確保しづらい状況が確認されたため、伐採工N=25本、除伐工A=45.4㎡を
新規計上する。また、伐採に伴い高木剪定工をN=782本からN=757本に変
更する。

310 委託
その他業務委
託

街路樹維持管理委託（市
道三好丘線他８路線）

みよし市役所

高木薬剤注入　　　     371本　　高木剪定  1,295(1,357)本
中木剪定(松)　    764(777)本    低木施肥　　　　 7,222本
低木剪定　　    　　 7,764㎡　　芝刈工　　　　　 7,569㎡
緑地内除草  19,794(19,713)㎡　　草刈工　　　　　15,894㎡
清掃　　　　　     107,052㎡    伐採             75(-)本

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成30年3月12日 有限会社酒井造園 36,288,000 38,493,360

・枯木が確認され、再生の見込める状態ではなかったこと、高木が成長し
標識や照明灯に覆いかぶさり光を遮るようになったことや、車で交差点へ
進入する際、高木や低木が支障となり視距を確保しづらい状況が確認さ
れたため、伐採工N=75本、除伐工A=177.7㎡を新規計上する。また、伐採
に伴い高木剪定工をN=1357本からN=1295本に、中木剪定工（松）を
N=777本からN=764本に変更する。

309 委託
その他業務委
託

街路樹維持管理委託（歩
行者専用道路・駅前広
場・道路附帯地）

みよし市役所

高木剪定 　　 1,213(1,227)本　 中・低木剪定　  5,140㎡
芝生施肥　　　　 　 10,486㎡　　　　草刈工 　 20,340㎡
中・低木施肥　　 　  3,970㎡     　 芝刈工    33,938㎡
緑地内除草工　9,775(7,721)㎡　　　　清掃工　 242,660㎡
伐採　　　　　　　　 9(－)本

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成30年3月12日 有限会社孝宗園 32,400,000 31,570,560

・巡回確認したところ病害虫の発生を確認したため、樹木被害を拡大させ
ないように病害虫防除工N=650本を新規計上する。
・枯木が確認されたため、伐採工N=9本を新規計上する。また、伐採に伴
い高木剪定工をN=1,227本からN=1,213本に変更する。
・道路附帯地内で特定外来種生物のオオキンケイギクが繁茂していること
が確認され、繁殖拡大を防ぐため緑地内除草工をA=7721㎡からA=9775
㎡に変更する。交通誘導警備員について、受注者と協議の結果不要と
なったため、廃工する。

841 建設工事 土木工事業
街路新設改良工事その３
（都市計画道路青木線）

みよし市三好町地内

水管橋部
鋼管200A L=19.517m
空気弁 N=1基
埋設部
硬質塩化ビニル管 VPφ200 L=(30.1)8.5m
制水弁 N=1基

平成29年11月17日  ～
平成30年 3月23日

平成29年11月17日  ～
平成30年 3月23日

平成30年3月14日 株式会社三文 7,992,000 7,807,320
・区画整理組合との施工範囲の調整及び試掘に伴う他占用者との設置位
置の調整が必要となったため、硬質塩化ビニル管VPφ200 L=30.1mを
L=8.5mに変更する。

751 建設工事 土木工事業
街路新設改良工事その２
（都市計画道路青木線）

みよし市三好町地内

工事延長 L=180.0m
舗装工 A=(3,230.9)3,209.7㎡　路床安定処理工
A=(1,878.8)1,949.1㎡
側溝工 B300 L=(315.5)317.3m  街渠工 L=(321.8)323.5m
台付管工φ300 L=(17.0)17.4m  集水桝工 N=4箇所
街渠桝工 N=19箇所            防護柵工 Gp-Cp-2E
L=(65.4)65.0m

平成29年10月13日  ～
平成30年 3月23日

平成29年10月13日  ～
平成30年 3月23日

平成30年3月14日 株式会社佐藤渡辺 38,556,000 41,668,560

・重力式擁壁工について、区画整理組合と工事調整を行ったところ、街区
道路供用のため、擁壁工を実施する必要が生じた。そのため、1号及び2
号擁壁工を増変更とする。
・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。
・擁壁設置付近の掘削を行ったところ、コンクリート塊が埋設されており、
撤去が必要となったため、新規計上する。

907 建設工事 土木工事業
歩道築造工事（市道細口
鏡塚線）

みよし市明知町地内
【変更前工期】　　平成30年1月11日～平成30年3月23日
【変更後工期】　　平成30年1月11日～平成30年3月28日

平成30年 1月11日  ～
平成30年 3月23日

平成30年 1月11日  ～
平成30年 3月28日

平成30年3月16日 有限会社多香久組 17,798,400 17,798,400
本工事施工箇所の地権者から乗入位置等の了解を得ることに時間を要し
たため、工期を延長する。

849 建設工事 造園工事業
保田ヶ池公園整備工事そ
の２

みよし市三好町地内

園路舗装工　A=505.0㎡
高木植栽工　N=42(11)本
中低木植栽工　N=744本
地被類植栽工　A=3284.1(3245.4)㎡

平成29年12月 1日  ～
平成30年 3月26日

平成29年12月 1日  ～
平成30年 3月26日

平成30年3月16日 有限会社マツイワ 18,468,000 18,912,960 法面を保護するため、高木苗木植栽工N=31本を新規計上する。

574 建設工事 建築工事業
分庁舎（旧町民病院入院
棟）解体・改修工事

みよし市三好町地内
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
面積1335.21㎡))の解体工事
上記に伴う改修工事一式

平成29年 7月21日  ～
平成30年 3月30日

平成29年 7月21日  ～
平成30年 3月30日

平成30年3月16日 加藤建設株式会社 60,165,720 60,630,120
敷地計画高さに合わせ残土処分を追加する。
来年度施工予定の外構工事の兼ね合いから、一部を取りやめる。（手洗
い、目隠しフェンス）&建物周辺の給排水管の処理を追加する。

306 委託
その他業務委
託

街路樹維持管理委託（市
道黒笹線他９路線）

みよし市役所

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

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成29年 4月28日  ～
平成30年 3月16日

平成30年3月16日 有限会社ガーデンテクノ 14,040,000 14,608,080

・枯木が確認されたため、伐採工N=４本を新規計上する。また、伐採に伴
い軽剪定工をN=361本からN=357本に変更する。
・高木の成長により当初の薬剤使用量では十分な効果が望めないため、
100本当りの薬剤注入工薬剤個数を440本から470本に変更する。



変更契約の内容（第4四半期　　平成30年1月～3月　変更契約締結分）
案件番号 業務区分名 業種名 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

527 委託
その他業務委
託

みよし市市営住宅総合維
持管理業務委託（みよし
市市営住宅）

みよし市役所

【変更概要】
①莇生住宅Ａ棟エレベーター１基の保守点検業務を追加する。
②莇生住宅Ａ棟自動火災報知設備の保守点検業務を追加す
る。
③福谷住宅Ａ・Ｂ棟連結送水管耐圧試験を追加する。

平成27年 2月13日  ～
平成30年 3月31日

平成27年 2月13日  ～
平成30年 3月31日

平成30年3月16日 サンエイ株式会社 12,636,000 13,770,000

【変更理由】
①莇生住宅大規模改修工事に伴い、莇生住宅Ａ棟にエレベーターが新設
されたため。
②莇生住宅大規模改修工事に伴い、莇生住宅Ａ棟に自動火災報知設備
が新設されたため。
③消防法に基づき、連結送水管は設置後１０年経過で耐圧性能点検が義
務付けられているため。

907 建設工事 土木工事業
歩道築造工事（市道細口
鏡塚線）

みよし市明知町地内
工事延長　L=283.2m
側溝工　L=240.4(245.5)m　横断暗渠工　L=10.7m
集水桝工　L=3箇所　舗装工　L=757.6(769.7)㎡

平成30年 1月11日  ～
平成30年 3月28日

平成30年 1月11日  ～
平成30年 3月28日

平成30年3月19日 有限会社多香久組 17,798,400 17,622,360

工事発注後、詳細測量を行った結果、既設舗装端部が想定位置と異なっ
ていたため、歩道舗装をA=499.04㎡からA=488.78㎡に変更する。
・現地を精査した結果、区画線工において、当初外側線既設利用を想定し
ていたが引き直しが必要であるため、L=29.8mからL=260.4mに変更する。

599 委託
その他業務委
託

産後ホームヘルプ（子ども
のいる暮らしスタート）業
務委託（みよし市内）

保健センター

出産後２か月までの褥婦が属する世帯で、日中養育者の支援を
する者がいない家庭に対して、出産後の家事、育児支援を行う
とともに、「話し相手」としての相談も併せて行う。
また、産後ホームヘルプ（子どものいる暮らしスタート）業務は
「協働」の手法により実施する。

平成29年 6月23日  ～
平成30年 3月30日

平成29年 6月23日  ～
平成30年 3月30日

平成30年3月30日
特定非営利活動法人あい
ちＮＰＯ市民ネットワーク
センター

2,137,320 692,280 予定時間及び予定件数よりも確定件数が少なかったため。


