変更契約の内容（第3四半期
案件番号 業務区分名

115 委託

業種名
測定機器保守
点検

平成30年10月～平成30年12月 変更契約締結分）

工事名(路線等の名称)
GE放射線機器保守業務
委託

舗装修繕工事（市道三
好ヶ丘駒場線）

工事場所

概要

当初工期

変更後工期

契約日

企業名

みよし市民病院

超音波診断装置Vivid7、X線骨密度測定装置、超音波診断装置 平成30年 4月 1日 ～ 平成30年 4月 1日 ～
LOGIQe保守及び定期点検
平成31年 3月31日
平成31年 3月31日

みよし市三好丘緑地内

工事延長 L=270.0m
舗装工（t=5-5-12cm) A=1195.8(1195.3)㎡
舗装工（t=5-7cm) A=838.1(835.7)㎡
透水性舗装工（t=4-10-5cm）A=990.6(816.4)㎡
路上再生路盤工 A=1195.8(1195.3)㎡
桝設置工（□500H550）N=1基
水抜工A N＝5箇所 水抜工B N＝5箇所

平成30年 6月29日 ～ 平成30年 6月29日 ～
平成30年10月31日
平成30年10月31日

平成30年10月1日 野沢建設株式会社

平成30年10月2日 株式会社サンセルフ

平成30年10月1日

ＧＥヘルスケア・ジャパン
株式会社

561 建設工事

舗装工事業

581 委託

農業集落排水管路清掃・
上・下水道施設
調査業務委託（打越処理 みよし市役所
管理
区）

管路清掃・調査（φ150）L=428.3m（L=501.6m）
管路清掃・調査（φ200）L=744.8m（L=508.1m）
管路清掃・調査（φ250）L=127.4m
取付管清掃・調査 N=45箇所（N=31箇所）

平成30年 7月 6日 ～ 平成30年 7月 6日 ～
平成30年10月 5日
平成30年10月 5日

580 建設工事

とび・土工工事 交通安全施設設置工事
業
(市道莇生打越線)

みよし市三好町地内

工事延長 L=220.0m
防護柵設置工(Gp-Cp-2E) L=193.0（196.5）m
アスファルト舗装工(t=3cm) A=137.6（78.2）㎡
区画線工(w=15cm) L=501.0（440.0）m

平成30年 7月20日 ～ 平成30年 7月20日 ～
平成30年10月19日
平成30年10月19日

平成30年10月3日 岡本組株式会社

598 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

工事延長 L=274.7m
管渠更生工（φ200） L=268.4m
事前処理工（φ200） N=9箇所（－）
止水工（φ200） N=3箇所（－）

平成30年 8月 3日 ～ 平成30年 8月 3日 ～
平成31年 1月31日
平成31年 1月31日

平成30年10月5日 野沢建設株式会社

544 建設工事

管工事業

小学校特別教室（音楽
室）空調機設置工事

みよし市内

【工事内容変更概要】
・黒笹小学校での室外機搬入は人力からクレーン車での吊上げ
搬入に変更する。
・黒笹小学校に設置する室外機用フェンスは防音フェンスから吸 平成30年 6月29日 ～ 平成30年 6月29日 ～
音フェンスに変更する。
平成30年10月19日
平成30年12月21日
【工期変更概要】
・吸音フェンスの作成から納入に６０日間、再騒音測定に３日間
要するため、計６３日間工期延長する。

372 建設工事

建築工事業

総合体育館大規模改修
（トイレ・空調機等）工事
（建築）

みよし市三好町

体育館及び武道場のトイレ大便器洋式化
上記に伴う建築工事一式

515 委託

378

建設コンサ
ルタント

7,128,000

関係者との調整により、通行止めでの施工が可能になったため、舗装取壊
しの施工方法を切削工に変更し、施工期間の短縮を図る。それに伴い、交
29,350,080 通誘導員の配置期間及び配置人数を減工する。隣接する区間において、
適切な排水がされていない箇所があったため、舗装工を増工し路線の適
正な排水を確保する。

1,116,720

平成30年7月6日の降雨により、打越浄化センターの流量調整槽満水警報
があり、周辺の人孔を調査した結果、不明水が流入していると思われるた
め、本管TV調査工・取付管テレビカメラ調査工・報告書作成工を増工す
る。

・カーブの有る交差点で視界が悪い状態であるため、交通誘導員を増工
し、交通の安全を確保する。
7,719,840 ・現地精査の結果、既設構造物（歩車道境界ブロック）の撤去後、歩道部と
車道部で段差が生じることが明らかとなり、この段差を解消するために舗
装工を増工し、適正な排水を確保する。

13,338,000

事前調査の結果、管内部に付着物が9箇所確認されたため、事前処理工
14,037,840 を新規計上する。また、破損箇所からの侵入水が3箇所確認されたため、
止水工を新規計上する。

平成30年10月5日 株式会社愛三工業

67,932,000

・室外機の設置場所の現地調査により、搬入経路上の体育館の出入口高
さが室外機よりも低く人力搬入は不可能でクレーン車による吊上げ搬入が
必要と判明したため増額変更する。
68,315,400 ・室外機設置後の騒音測定により、防音フェンスでは防音効果が不足して
おり、吸音フェンスへの変更が必要と判明したため増額変更する。また、
吸音フェンスの作成から納入には６０日間、その後の再騒音測定に３日間
要し、計６３日間必要と判明したため工期延長する。

平成30年10月9日 加藤建設株式会社

13,932,000

14,434,200

・改修に伴い、照明器具を撤去したところ、照明器具取付用の穴が開いて
おり、そのまま復旧することが出来ないため天井増張りＥＰを追加する。
・改修に伴い、一部天井を撤去したところ、天井下地の状況が悪いため、
下地調整および天井張替えを追加する。

みよし市役所

埋蔵文化財発掘調査工 A=(262)230㎡

平成30年 6月15日 ～ 平成30年 6月15日 ～
平成30年10月24日 株式会社イビソク
平成30年10月31日
平成30年10月31日

8,532,000

設計

旭の家耐震診断及び耐
震改修工事設計委託

みよし市役所

【変更設計概要】
《変更前履行期間》平成30年度5月22日～平成31年1月31日
《変更後履行期間》平成30年度5月22日～平成31年3月15日

平成30年 5月22日 ～ 平成30年 5月22日 ～
合資会社ケイデザイン一
平成30年10月25日
平成31年 1月31日
平成31年 3月15日
級建築士事務所

2,970,000

2,970,000

路面カラー塗装工A=702.1(574.7)㎡
区画線工(実線白 w=15cm)L=91.4(82.0)m
区画線工(実線 黄 w=15cm)L=283.0(237.2)m
みよし市ひばりヶ丘地内
区画線工(実線 白 w=30cm)L=91.1(58.0)m
外
区画線工(実線 白 w=45cm）L=60.9(28.0)m
区画線工(破線 白 w=30cm)L=251.2(208.0)m
区画線工(矢印・記号 文字 白 w=15cm換算)L=341.6(355.0)m

7,344,000

・関係者との調整により、安全性の向上のため停止指導線の位置を変更
する。よって区画線工(実線 白 w=30㎝)及び路面カラー塗装工（溶融噴射
8,736,120 式）を増工する。
・現地を確認したところ、既設道路鋲が機能しておらず再使用できないた
め、道路鋲を新規計上する。

みよし市三好町

38,016,000

今回工事にて洗面台の撤去復旧を予定していたが、面台と洗面台が一体
38,382,120 となっており、復旧するための補修が必要となったため補修費用を追加す
る。

5,184,000

施設撤去に関する資料調査を行ったところ、浄化センターの建材中にアス
5,972,400 ベストが含有されている可能性があるため、アスベスト調査一式を新規計
上する。

373 建設工事

管工事業

総合体育館大規模改修
（トイレ・空調機等）工事
（機械）

建設コンサル

舗装工事業

661 建設工事

950,400

超音波診断装置Vivid7が機器更新により9月末で廃棄となり、10月より保
守の必要がなくなったため。

埋蔵文化財発掘調査業
務委託（市道中大通線）

塗装工事業

672 建設工事

28,350,000

1,632,960

調査委託

609 建設工事

建設コンサ
ルタント

2,214,000

変更理由

・地元行政区等との調整により、祭事開催に伴い山車や見物人の安全を
確保するため、本調査において撤去した舗装を復旧することとなった。そ
のため、表層工を新規計上する。
8,283,600 ・包含層掘削、第1遺構面遺構検出及び壁面清掃等 及び遺構掘削につ
いて、調査の結果により調査量が確定したため、実績により変更する。
・コンクリート取壊工について、掘削に伴いコンクリート構造物の撤去が生
じたため、廃棄物撤去を新規計上する。

カラー舗装設置工事（市
道竹ヶ花三好丘線外）

421

平成30年 6月 1日 ～ 平成30年 6月 1日 ～
平成30年11月30日
平成30年11月30日

変更前契約金額 変更後契約金額

土木工事業

平成30年 8月 3日 ～ 平成30年 8月 3日 ～
平成30年11月16日
平成30年11月16日

平成30年11月5日 有限会社柴田組

耐震改修工事における概算見積工事費から耐震改修の方針等を決定す
るのに庁内の調整に時間を要するため。

体育館及び武道場トイレ大便器洋式化
ロビー、事務室の空調機取替
上記に伴う機械設備工事一式

平成30年 6月 1日 ～ 平成30年 6月 1日 ～
平成30年11月15日 ユタカテクノス株式会社
平成30年11月30日
平成30年11月30日

平池浄化センター施設撤
みよし市役所
去等実施設計業務委託

地下槽有効利用設計 一式&施設撤去設計（上屋取壊し） 一式

平成30年 5月25日 ～ 平成30年 5月25日 ～
平成30年11月27日 株式会社ＮＪＳ
平成31年 1月31日
平成31年 1月31日

舗装修繕工事（市道大沢
みよし市福田町地内
井ヶ谷線）

工事延長 L=911.5(910.0)m
舗装工（t＝5-5cm） A=4,402.5(4,402.1)㎡
区画線工 L=1,956.6(2,042.6)m 道路鋲設置工（－）N=1基

平成30年 9月 7日 ～ 平成30年 9月 7日 ～
平成30年12月25日
平成30年12月25日

平成30年12月3日 大有建設株式会社

27,432,000

既設道路鋲が機能しておらず再使用できないことが判明したため、道路鋲
27,291,600 設置工を新規計上する。また、地元と施工方法の調整を行った結果、施工
日数の短縮を図ることができたため、交通誘導警備員を減工する。

側溝整備工事(市道黒笹
みよし市黒笹町地内
福谷線)

工事延長 L=110.7(87.2)m
側溝工(PU3-300) L=97.7(74.1)m
暗渠工 (300×300)L=2.9(9.9)m
集水桝工(500×550) N=-(1)基
防護柵工(Gr-C-4E) L=-(4.0)m
舗装工(As) A=561.1(497.8)㎡

平成30年 9月 7日 ～ 平成30年 9月 7日 ～
平成30年12月14日
平成30年12月14日

平成30年12月3日 半澤建設株式会社

8,478,000

隣接する土地所有者及び地元行政区との調整により、適切な道路排水確
9,817,200 保のため工事延長を伸ばす必要が生じため、舗装工、側溝工、農水管を
増工する。

変更契約の内容（第3四半期
案件番号 業務区分名

657 建設工事

714 建設工事

業種名

舗装工事業

土木工事業

平成30年10月～平成30年12月 変更契約締結分）

工事名(路線等の名称)

工事場所

概要

舗装修繕工事(市道美里
みよし市明知町地内
松葉池浦線)

工事延長 L=187.0m
側溝工 L=47.9(44.9)m
舗装工 A=1,295.9㎡ 視線誘導標 N=2箇所

莇生行政区里道整備工
事

工事延長 L=77.7(65.0)m
側溝工（PU3-250）L=99.9(93.9)m 横断暗渠工（250）L=2.4m
集水桝工（□500H500）N=2(3)基
舗装工（t=5cm）A=251.0(287.9)㎡

みよし市莇生町地内

当初工期

変更後工期

平成30年 9月 7日 ～ 平成30年 9月 7日 ～
平成30年12月14日
平成30年12月14日

契約日

企業名

平成30年12月3日 有限会社多香久組

平成30年 9月21日 ～ 平成30年 9月21日 ～
平成30年12月10日 大下建設有限会社
平成30年12月24日
平成30年12月24日

変更前契約金額 変更後契約金額

変更理由

7,452,000

・現地調査の結果、老朽化しているためマンホール蓋替え工N=2箇所を新
8,158,320 規計上する。
・高さ調整により、側溝工CをL=44.9mからL=47.9mに増工する。

4,860,000

・地元関係者との立会の結果、起点の位置変更のため側溝工と集水桝工
及び土間コンクリート工を廃止する。
・近接工事者と排水流末部の施工範囲や時期の調整がついたため、側溝
4,550,040
工を追加する。
・道路占用者と調整の結果、近接の住宅建築の取出し管施工後に交差点
内部の舗装復旧を行うことになったため、舗装工を減工する。

22,140,000

・当初予定していた汚水管（PEφ75）布設高では他占用物に支障となるこ
とが判明したため、埋設深を変更し、掘削工を減工、土留工を廃工する。
・当初既設管（CPφ150）を利用し新規人孔へ接続を予定していたが試掘
20,580,480 の際、既設管（CPφ150）が破損していたことがわかり布設替の必要が
あったため汚水管（VUφ150）布設工を増工する。
・道路管理者及び隣接していた水道工事との調整の結果、舗装本復旧面
積及び区画線延長を増工する。

433 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（平池工区））

工事延長 L=293.16m（L=290.71m）
汚水管布設工（PEφ75）L=289.53m（L=286.21m）
汚水管布設工（VUφ150）L=3.95m（L=1.95m）
2号レジン人孔設置工 N=1基 1号人孔設置工 N=1基

712 建設工事

土木工事業

明知下行政区里道整備
工事

工事延長 L=66.0m
横断暗渠工(300) L=6.4(-)m 側溝工(PU3-250) L=122.8m
板柵工(2000*50*300) L=18.0(-)m 横断暗渠工(250) L=4.1m
集水桝工(□500) N=6基 舗装工(t=5cm) A=191.4㎡

平成30年10月 5日 ～ 平成30年10月 5日 ～
平成30年12月14日 有限会社多香久組
平成30年12月25日
平成30年12月25日

5,940,000

現地調査の結果、既設横断暗渠が老朽化しているため横断暗渠工(300)
6,381,720 を新規計上する。また法面の土が流出する恐れがあるため、板柵工
(2000*50*300)を新規計上する。

776 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
（市道三好中央線外）

路面カラー塗装工 A=277.2㎡からA=280.2㎡に増工する。

平成30年10月19日 ～ 平成30年10月19日
平成30年12月21日 半澤建設株式会社
平成31年 1月31日
～ 平成31年 1月31日

2,430,000

2,461,320

みよし市明知地内

平成30年 6月 8日 ～ 平成30年 6月 8日 ～
平成30年12月10日 株式会社三文
平成30年12月21日
平成30年12月21日

現地精査の結果、構造物がありｗ＝30cmでは設置できない箇所があった
ため一部W=20cmで設置する。また、第2工区にて既設みどり線が消えて
いる箇所を設置し直すため路面塗装カラー工A=277.2㎡をA=280.2㎡に増
工する。

