
変更契約の内容（第4四半期　　平成31年1月～平成31年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

542 建設工事 建築工事業
北部小学校職員室改修
工事

みよし市　根浦町　地内

【変更設計概要】
①既設コンクリート柱５箇所の耐震補強を追加する。
②廊下との既設間仕切り壁の天井内について、防火上主要な間
仕切り壁設置を追加する。

平成30年 7月 6日  ～
平成31年 1月18日

平成30年 7月 6日  ～
平成31年 1月18日

平成31年1月4日 有限会社伊藤組 41,580,000 43,410,600

①既設の外壁モルタルを撤去したところ、コンクリート柱にジャンカ(打設さ
れたコンクリートの一部に粗骨材が多く集まってできた空隙の多い構造物
の不良部分）が多くあったため。
②廊下の天井を撤去したところ、職員室の廊下との間仕切り壁が天井上
まで立ち上がっておらず、防火上主要な間仕切り壁となっていなかったた
め。

796 建設工事 土木工事業
道路狭さく工事（市道三好
丘旭３号線）

みよし市三好丘旭地内

区画線工w＝15㎝　L＝1268.7(1120.0)m
区画線工w＝30cm　L＝12.0(137.5)m
区画線工w＝45cm　L＝55.4(60.0)m
区画線消し工w＝15㎝　L＝1145.2(1120.0)m
ポストコーン設置工　N＝8(16)基

平成30年10月12日  ～
平成31年 1月18日

平成30年10月12日
～  平成31年 1月18日

平成31年1月7日 有限会社柴田組 4,104,000 4,312,440
地元行政区より消えかかっている区画線を引いてほしいとの要望があった
ため、区画線工を増工する。また、関係機関との調整によりポストコーン設
置工を減工する。

623 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=125.2(123.7)m2　縁石工　L=126.6(126.7)m
転落防止柵設置工　L=88.0m　照明灯設置工　N=1基
ベンチ設置工　N=2基　便所工　N=1基　給排水設備工　一式

平成30年 8月17日  ～
平成31年 1月18日

平成30年 8月17日  ～
平成31年 1月18日

平成31年1月7日 有限会社多香久組 28,836,000 28,932,120
道路管理者と協議の結果、側溝蓋掛工を側溝布設替工に変更し、アス
ファルト舗装工を増工する。

663 建設工事 電気工事業
信号機移設工事（準用河
川茶屋川）

みよし市明知町地内
信号機移設工 N=2基
［元 工 期］平成30年8月31日～ 平成31年1月18日
［変更工期］ 平成30年8月31日～ 平成31年2月28日

平成30年 8月31日  ～
平成31年 1月18日

平成30年 8月31日  ～
平成31年 2月28日

平成31年1月8日
株式会社Ｍｉｚｕｎｏｄｅｎｋｉ
Ｉｎｄｕｓｔｒｙ

2,160,000 2,160,000
他工事との工程調整を実施したところ、他工事完了後に本工事を実施する
こととなり、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。

775 建設工事 土木工事業
雨水排水整備工事（半野
木地区）

みよし市三好町地内
原工期　　平成30年11月2日～平成31年1月31日
変更工期　平成30年11月2日～平成31年3月20日

平成30年11月 2日  ～
平成31年 1月31日

平成30年11月 2日  ～
平成31年 3月20日

平成31年1月9日 野沢建設株式会社 9,720,000 9,720,000

本工事を施工するにあたり、他占用者と立会を行い試掘の結果、掘削箇
所において他占用物が支障となることがわかった。他占用者との調整の結
果移設完了が2月末であり、当該工事の当初工期内の施工が困難となっ
たため工期を延長する。

699 建設工事
機械器具設置
工事業

処理施設維持管理工事
（きたよし）（福谷、新田根
浦、莇生処理区）

みよし市福谷町地内　他

処理施設更新　N=19(14)箇所
処理施設分解整備　N=10(11)箇所
《変更前工期》平成30年9月21日～平成31年1月31日
《変更後工期》平成30年9月21日～平成31年2月28日

平成30年 9月21日  ～
平成31年 1月31日

平成30年 9月21日  ～
平成31年 2月28日

平成31年1月11日 株式会社トーブ 20,412,000 22,140,000

処理施設維持管理委託において処理施設の点検の結果、緊急通報装置
が当初想定していた以上に経年劣化が著しく、非常時の緊急通報に支障
が生じる恐れがあるため機器の更新を新規計上する。また、水中攪拌ポン
プ№1が想定以上に経年劣化が著しく、分解整備では通常運転に必要な
能力の回復が見込めないため分解整備から更新へ変更する。このことに
伴い、機器等の納期を考慮し工期を28日間延期する。

671 建設工事
機械器具設置
工事業

処理施設維持管理工事
（打越処理区）

みよし市打越町地内
処理施設更新　N=4(3)箇所
処理施設分解整備　N=2(1)箇所

平成30年 9月 7日  ～
平成31年 1月31日

平成30年 9月 7日  ～
平成31年 1月31日

平成31年1月11日 日立造船株式会社 6,264,000 7,090,200

処理施設維持管理委託にて処理施設の点検の結果、予備機の無い機器
で当初想定していた以上に経年劣化が著しく、故障した際に施設の運転
管理に支障が生じる恐れがあるため、機器の更新及び分解整備を新規計
上する。

662 建設工事
機械器具設置
工事業

処理施設維持管理工事
（明知上、南台処理区）

みよし市明知町地内　他
処理施設更新　N=15箇所（N=13箇所）
処理施設分解整備　N=2箇所
処理施設洗浄　N=1箇所

平成30年 9月 7日  ～
平成31年 1月31日

平成30年 9月 7日  ～
平成31年 1月31日

平成31年1月11日 ホーメックス株式会社 12,117,600 14,257,080
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
想定していた以上に施設の経年劣化が著しく、機器更新の必要があるた
め処理施設更新を新規計上する。

628 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

残土処理工　V=4125(3430)m3　側溝工　L=206.7(206.6)m
皿形側溝工　L=80.5(79.7)m　集水桝工　N=6基
電気設備工　一式　LEDポール灯設置工　N=14基
LED足元灯設置工　N=8基

平成30年 8月17日  ～
平成31年 2月 1日

平成30年 8月17日  ～
平成31年 2月 1日

平成31年1月15日 半澤建設株式会社 43,470,000 51,221,160

利用者の安全性を高めるため、園路の側溝蓋掛工を増工する。利用者の
利便性向上のため水飲みを新規計上する。造成工事が概ね完了し、不要
な残土を速やかに処理することで事業推進をはかるため、残土処理工を
増工する。

367 建設工事 建築工事業
北中学校大規模改修（３
期）建築工事

みよし市　三好丘桜　地
内

（変更設計概要）
①アスベスト含有物調査を取止める。
②プール外壁補修箇所を追加する。
③プール機械室アルミ製建具の取替えを追加する。
④インターロッキングブロック敷設替えから部分敷設直しへ変更
する。

平成30年 6月 8日  ～
平成31年 1月31日

平成30年 6月 8日  ～
平成31年 1月31日

平成31年1月16日 株式会社メイダイ 123,012,000 122,557,320

①プール付属棟屋根裏のアスベスト検査の結果、アスベスト含有は無いこ
とが確認できたため。
②発注後の現地調査にてプール外壁の補修必要箇所数が確定したため。
③発注後の現地調査にて建具本体及び既設壁面との接続の老朽化が判
明し、建具本体の取替えが必要と判断したため。
④発注後の現地調査にて、インターロッキングブロックの部分補修のみで
良好な舗装整備が可能と判断したため、総取替えは不要とした。

370 建設工事 電気工事業
北中学校大規模改修（３
期）電気設備工事

みよし市　三好丘桜　地
内

（変更設計概要）
①プールサイドの屋外時計取替えを取止める。
②配膳室廻りの土間下既設電気配線・配管のやり替えを追加す
る。

平成30年 6月 8日  ～
平成31年 1月31日

平成30年 6月 8日  ～
平成31年 1月31日

平成31年1月16日 三好電気設備有限会社 9,223,200 9,223,200

①学校側との協議によりプールサイドに時計は不要としたため。
②建築工事の既設土間撤去中に未確認の土間内打ち込み電気配管が現
れたため、建築工事の土間下げ工事の障害となる電気配線・配管のやり
替えが必要となったため。

735 建設工事 土木工事業
御嶽橋修繕工事（市道山
ノ間小林線）

みよし市打越町地内

ひびわれ注入工 1式　橋面防水工 1式
(ひびわれ充填工 1式)--　舗装打換工 1式　断面修復工 1式
高欄部分取替工 1式　伸縮装置取替工 1式　塗装塗替工1式
伸縮目地補修工 1式

平成30年10月24日  ～
平成31年 2月 1日

平成30年10月24日
～  平成31年 2月 1日

平成31年1月17日 有限会社岩城建設 21,168,000 24,014,880

・交通誘導警備員について、計画にあわせて変更する。
・塗膜分析の結果、鉛が含有していることが判明したため、素地調整の際
に周囲へ塗膜片が飛散しないよう、防止する設備をブラスト養生設備工と
して新規計上する。また、素地調整工について、廃棄物量を減少すること
ができる循環式工法に変更し、鉛対応の環境対策資機材及び安全衛生保
護具に変更する。

646 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
地区その３）

みよし市三好町地内
原工期　　平成30年9月7日～平成31年2月28日
変更工期　平成30年9月7日～平成31年3月25日

平成30年 9月 7日  ～
平成31年 2月28日

平成30年 9月 7日  ～
平成31年 3月25日

平成31年1月17日 有限会社ミヨシ設備 24,840,000 24,840,000

本工事を施工するにあたり組合工事施工後に当該工事をする路線がある
が、三好中部特定土地区画整理組合と施工時期について調整を行ったと
ころ、組合工事の施工完了が2月末であるため、当該工事の当初工期内
の施工が困難となり、工期を延長する。

715 建設工事 土木工事業
西一色行政区里道整備
工事

みよし市西一色町地内
工事延長　L=42.1m
　側溝工　L=42.1m　コンクリート工　A=11.2㎡
　(-)清掃工(側溝L=32.0m 集水桝N=2基)

平成30年 9月21日  ～
平成31年 1月30日

平成30年 9月21日  ～
平成31年 1月30日

平成31年1月18日 有限会社大野建設 3,996,000 3,485,160

現地立会を行い隣接所有者に工事中の土地使用の協力が得られ一部機
械施工ができるようになったため人肩運搬をL=42.2mから30.1mに減工す
る。また既設上流部に土砂の堆積がみられ下流地域の適切な排水を確保
するために清掃工を新規計上する。

496 委託 植物管理
草刈業務委託（三好雨水
幹線他17箇所）

みよし市役所
草刈　A=46819.3㎡　剪定（低木）　A=610.0㎡
軽剪定　N=132(136)本　強剪定　N=4(-)本
【変更内容】草刈処分費を31,000kgから25,250kgに減量

平成30年 6月 8日  ～
平成31年 1月31日

平成30年 6月 8日  ～
平成31年 1月31日

平成31年1月21日 木戸造園土木株式会社 8,640,000 8,580,600

・三好第２区画整理第１調整地のサクラの木４本が電線にかかり電線が切
れる恐れがあるため、軽剪定N=4本を強剪定N=4本に変更する。
・森曽第２調整池にて想定より樹木が生長していないため、軽剪定N=23本
を廃工する。また、黒笹いずみ一丁目調整池の樹木が想定より生長し、周
辺道路の見通しが悪くなり交通へ支障が生じるため軽剪定をN=20本から
N=43本に増工する。
・草刈処分費を実績量に合わせ31,000kgから25,250kgに減量する。



変更契約の内容（第4四半期　　平成31年1月～平成31年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

692 建設工事 管工事業
福谷老人憩いの家空調
機取替工事

みよし市福谷町地内

室外機：ガスヒートポンプ式室外機　2台
室内機：天井埋込ダクト形　4台
【変更設計概要】
・天井仕上げ材を撤去復旧から取外し再取付けに変更する。
・空調用冷媒配管の経路を変更する。
・既設ダクト用ボックスの撤去及びフレキシブルダクトの施工を追
加する。

平成30年 9月21日  ～
平成31年 1月31日

平成30年 9月21日  ～
平成31年 1月31日

平成31年1月21日 有限会社ミヨシ設備 10,260,000 10,486,800

・天井仕上げを撤去復旧として計画していたが、工事着手後に撤去した際
に、破損することなく取り外すことが可能であることが判明したため、取外
し再取付けに変更する。
・天井仕上げ材を取り外した際に、既設の冷媒配管の経路が当初の計画
と異なることが判明したため、既設の冷媒配管の配管経路を変更する。
・既設機器を撤去した際に、新設機器が既設ダクト用ボックスと干渉するこ
とが判明したため、既設ダクト用ボックスを撤去とし、フレキシブルダクトに
て接続する。

398 建設工事 建築工事業
中部児童クラブ建設（建
築）工事

みよし市三好町地内
中部児童クラブ 鉄骨造２階建て 新築　建築面積 171.21㎡
延床面積 289.80㎡
上記に伴う建築工事等 一式

平成30年 6月 8日  ～
平成31年 1月31日

平成30年 6月 8日  ～
平成31年 1月31日

平成31年1月23日 加藤建設株式会社 62,812,800 64,271,880

・給水引込位置の変更に伴い、外構工事のアスファルト舗装面積を変更す
る（＋94㎡）
・樹木が屋根の樋と干渉するため、枝の伐採を追加する&・周囲に落葉樹
が多く、樋が詰まる恐れがあるため、落ち葉よけネットを追加する
・現地詳細測量の結果、玄関と前面グラウンドの高低差がなく、スロープに
て処理する必要がなくなったため、玄関スロープを取止め、土間コンクリー
ト打ちに変更する

400 建設工事 管工事業
中部児童クラブ建設（機
械）工事

みよし市三好町地内
中部児童クラブ 鉄骨造２階建て 新築　建築面積 171.21㎡
延床面積 289.80㎡
上記に伴う機械設備工事一式

平成30年 6月 8日  ～
平成31年 1月31日

平成30年 6月 8日  ～
平成31年 1月31日

平成31年1月23日 株式会社三文 15,444,000 16,290,720

・南側水道本管から建物までの高低差があり、水圧を考慮し、北側水道本
管からの引き込みに経路変更する。
・排水経路を検討したところ、地中埋設物の影響で、掘削深さの変更が必
要になったため。

399 建設工事 電気工事業
中部児童クラブ建設（電
気）工事

みよし市三好町地内
中部児童クラブ 鉄骨造２階建て 新築　建築面積 171.21㎡
延床面積 289.80㎡
上記に伴う電気設備工事 一式

平成30年 6月 8日  ～
平成31年 1月31日

平成30年 6月 8日  ～
平成31年 1月31日

平成31年1月23日 石黒電気工事有限会社 12,370,320 12,172,680

・電波状況の調査を行ったところ、電波が弱いため、建物の壁面設置型と
する必要があるため。
・アンテナ位置の変更に伴い、テレビ用配線は不要になった。
・照度計算を行ったところ、照度が不足することが判明したため、機種を変
更する。

332 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S85
工区）

みよし市福田町地内
原工期　　平成30年6月1日～平成31年1月31日
変更工期　平成30年6月1日～平成31年3月15日

平成30年 6月 1日  ～
平成31年 1月31日

平成30年 6月 1日  ～
平成31年 3月15日

平成31年1月23日 杉江建設工業株式会社 82,026,000 82,026,000

・道路使用協議を行なった結果、交通規制時の見通しを確保するため立坑
の位置を変更することとなった。それに伴い立坑施工方法の変更、他埋設
管の支障協議、周辺工場との調整を行う必要が生じ、着手までに相当な
期間を要した。
・フォローアップ等により工程の短縮を図ったが、原工期内での工事完了
が困難であるため工期を延期する。

529
建設コンサ
ルタント

建設コンサル
前田緑道歩道橋耐震補
強工事設計業務委託（前
田緑道）

みよし市役所 前田緑道歩道橋耐震補強工事設計　一式
平成30年 6月22日  ～
平成31年 3月15日

平成30年 6月22日  ～
平成31年 3月15日

平成31年1月28日
中央コンサルタンツ株式
会社

13,392,000 13,730,040
・土質ボーリングにおいて支持層基盤面の確認のためＬ＝16.0ｍからＬ＝
24.0ｍに変更する。
・それに伴い、標準貫入試験をＮ＝16回からＮ＝24回に変更する。

228 建設工事 建築工事業
わかば保育園大規模改
修（建築）工事

みよし市三好町地内

改修建物：既設園舎　RC造２階建て　一部S造
延床面積　826.91㎡
増築建物：保育室　　RC造平屋建て
延床面積　96.2㎡
上記建物の大規模改修工事に伴う建築工事一式

平成30年 5月 9日  ～
平成31年 1月31日

平成30年 5月 9日  ～
平成31年 1月31日

平成31年1月28日 滝藤建設株式会社 113,846,040 117,048,240

・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ことに
よる数量変更
・保育園との協議により、小便器下は汚れが著しいことから汚れ防止と掃
除をしやすくするため、小便器汚垂れタイルを追加（４箇所）
・網戸枠の老朽化により、網戸張替えから網戸交換に変更（７５箇所）
・ホワイトボード設置場所の既設下地を撤去したところ、既存躯体状況が
悪くホワイトボードの取替えを追加（５箇所）

225 建設工事 電気工事業
わかば保育園大規模改
修（電気）工事

みよし市三好町地内

改修建物：既設園舎　RC造２階建て　一部S造
延床面積　826.91㎡
増築建物：保育室　　RC造平屋建て
延床面積　96.2㎡
上記建物の大規模改修工事に伴う電気設備工事一式

平成30年 5月 9日  ～
平成31年 1月31日

平成30年 5月 9日  ～
平成31年 1月31日

平成31年1月28日 ユタカテクノス株式会社 28,587,600 28,587,600

・インターホン機能は電話設備（内線通話）にて対応できるため、インター
ホン設備を取り止め
・ワイヤレス子機を敷地内各所で安定通話できるようにするため、子機用
アンテナを追加（４箇所）
・保育室内の照度を確保するため、照明器具を追加（１２台）

226 建設工事 管工事業
わかば保育園大規模改
修（機械）工事

みよし市三好町地内

改修建物：既設園舎　RC造２階建て　一部S造
延床面積　826.91㎡
増築建物：保育室　　RC造平屋建て
延床面積　96.2㎡
上記建物の大規模改修工事に伴う機械設備工事一式

平成30年 5月 9日  ～
平成31年 1月31日

平成30年 5月 9日  ～
平成31年 1月31日

平成31年1月28日 有限会社ミヨシ設備 44,820,000 46,032,840

・保育園との協議により、利用頻度が低いと考えられるため、乳児用便所
Ａ・Ｂのパネルヒーターを取り止め（２台）
・土間コンクリートを撤去したところ、今回取替え予定のない排水管から漏
水していたため、１階便所Ｃの既設埋設管の改修を追加
・老朽化により車両が乗った際に陥没する恐れがあるため、既設量水器
ボックスの取替えを追加（１箇所）

722
建設コンサ
ルタント

建設コンサル
橋梁修繕工事実施設計
業務委託（みよし市地内）

みよし市役所
橋梁修繕工事実施設計（無名橋４０号）　１橋
塗膜調査　１橋
（　　-　　）

平成30年 9月21日  ～
平成31年 3月27日

平成30年 9月21日  ～
平成31年 3月27日

平成31年2月1日
中央コンサルタンツ株式
会社

2,700,000 3,330,720

・国から愛知県を経由して「鋼橋の塗膜からＰＣＢが検出された」という情報
提供があり、本委託業務で設計している橋梁も鋼橋であるため、ＰＣＢ等
の検査を追加計上する。
・ＰＣＢ等の含有検査を追加計上することで、塗膜採取や分析に日数を要
することから、履行期間を２７日間延長する。

830 建設工事 土木工事業
農業集落排水向管布設
工事（明知処理区）

みよし市明知町地内

工事延長　L=13.65m
　汚水管布設工（VUφ150）L=12.10m
　塩ビ人孔設置工　N=3箇所
　公共桝設置工　N=1箇所

平成30年11月16日  ～
平成31年 2月 8日

平成30年11月16日
～  平成31年 2月 8日

平成31年2月4日 有限会社多香久組 1,620,000 1,620,000
当初予定していた人孔設置位置が他占用物の支障となったため、布設位
置を変更する。また、舗装の復旧範囲について道路管理者と協議を行った
結果、舗装本復旧工を増工する。

876 建設工事 土木工事業
公共下水道舗装補修工
事（三好処理区）

みよし市東蜂ヶ池　地内
工事延長　L=50.00m
　舗装工　A=140㎡　人孔蓋替工　N=2箇所

平成30年11月22日  ～
平成31年 2月15日

平成30年11月22日
～  平成31年 2月15日

平成31年2月8日 三好建設工業株式会社 1,263,600 1,630,800
既設アスファルト厚が当初、道路台帳で確認した厚みと相違があったた
め、アスファルト撤去・処分工を増工し、上層路盤工を新規計上する。

765 建設工事 電気工事業
三好中学校体育館非構
造部材耐震化（電気）工
事

みよし市三好町　地内

【変更設計概要】
①天井内外灯用隠蔽配線の撤去新設を追加する。
②自動火災報知設備について、スポット型感知器３個の取替を
追加し、分布型感知器２個の取替を取止めとする。

平成30年11月 2日  ～
平成31年 2月22日

平成30年11月 2日  ～
平成31年 2月22日

平成31年2月8日 石黒電気工事有限会社 11,880,000 11,880,000

①天井撤去後に隠蔽配線を確認、回路調査により現在使われている外灯
の回路と判明。天井撤去後に露出配線となってしまうため、既設配線撤去
の上、新設壁内に隠蔽配線新設が望ましいと判断したため。
②発注後の詳細な現地調査により、舞台上部にスポット型感知器を確認、
他の箇所と同様に更新時期のため取替が必要と判断した。また、分布型
感知器に異常はみられないため空気菅取替時期に合わせた更新が望まし
いと判断し今回の取替は取止めとする。



変更契約の内容（第4四半期　　平成31年1月～平成31年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

764 建設工事 建築工事業
三好中学校体育館非構
造部材耐震化（建築）工
事

みよし市三好町　地内

【変更設計概要】
①吊縄撤去再取付を取止める。
②両妻壁撤去箇所を変更する。
③天井撤去後の体育館長手方向の壁のボード張りについて、下
地材を木下地から軽量鉄骨下地に変更する。
④残置されていた旧天井用既設吊ボルトの撤去を追加する。
⑤両妻壁躯体上部の既設施工不良箇所の穴埋めを追加する。

平成30年11月 2日  ～
平成31年 2月22日

平成30年11月 2日  ～
平成31年 2月22日

平成31年2月8日 加藤建設株式会社 24,732,000 24,732,000

①取り外しが容易でなく養生することで工事が可能と判断したため。
②舞台上部のふかし壁以外は見切材を設ければ意匠的にも撤去の必要
はないと判断したため。
③木下地よりも軽量鉄骨での施工が容易であると判断したため。
④体育館使用時に打ち上げられたボール類が吊ボルトの突起に刺さる恐
れがあると判断したため。⑤RC躯体に隙間箇所と不要物（布、発泡スチ
ロールなど）残置箇所がある状態では壁仕上げに支障をきたす恐れがあ
ると判断したため。

780 委託
その他業務委
託

愛知県議会議員一般選
挙ポスター掲示場設置・
管理・撤去業務委託（みよ
し市内）

みよし市役所
愛知県議会議員一般選挙に係るポスター掲示場の設置、管理
及び撤去業務

平成30年10月19日  ～
平成31年 4月26日

平成30年10月19日
～  平成31年 4月26日

平成31年2月12日 有限会社サンユー商事 712,800 712,800
みよし市選挙区のポスター掲示場の区画数が４区画と定められたことか
ら、設置するポスター掲示場の区画数を６区画から４区画に変更する。

520 委託
その他業務委
託

ストレスチェック事業業務
委託（みよし市役所）

みよし市役所 ストレスチェック対象職員を５５０人から５６５人とする。
平成30年 6月12日  ～
平成31年 2月28日

平成30年 6月12日  ～
平成31年 2月28日

平成31年2月12日 株式会社インソース 267,300 274,590 途中採用者の増のため対象人数が５５０人から５６５人となったため

884 建設工事 土木工事業
農業集落排水向管布設
工事その２（福谷処理区）

みよし市福谷町地内
《変更前工期》平成30年12月21日～平成31年2月25日
《変更後工期》平成30年12月21日～平成31日3月8日

平成30年12月21日  ～
平成31年 2月25日

平成30年12月21日
～  平成31年 3月 8日

平成31年2月12日 株式会社三文 1,501,200 1,501,200
道路管理者と協議した結果、舗装の継ぎ目を極力減らすよう指導があり、
舗装の本復旧を水道工事と同調して行うため、水道工事の期間を考慮し
工期を10日間延期する。

793 建設工事 舗装工事業
舗装修繕工事（市道福谷
線）

みよし市三好丘地内

工事延長　L=514.4（512.0）m
　舗装工（t=5-5cm）　A=4303.8（4279.0）㎡
　舗装工（t=5cm）　　A=144.7（163.3）㎡
　路上再生路盤工（t=10cm）　A=4303.8（4279.0）㎡

平成30年11月 9日  ～
平成31年 3月25日

平成30年11月 9日  ～
平成31年 3月25日

平成31年2月14日 株式会社佐藤渡辺 40,284,000 41,050,800

・現地精査の結果、終点部付近にクラックが生じていたため、工事延長を
延伸し舗装工を変更する。
・隣接店舗との調整の結果、施工方法が決定したため交通誘導警備員を
変更する。
・関係機関との調整の結果、区画線工を変更する。
・既設路盤の状況を確認したところ、当初設計と試験結果に差異があった
ため改良材添加量の変更を行う。
・市道名刑線において、現地状況を確認したところ想定より舗装厚が厚
かったため、廃材処理量を変更する。また、不足する路盤を補うため下層
路盤工を新規計上する。

716 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=4（3）基
カーブミラー工（Φ800・1面）N=8（9）基

平成30年 9月21日  ～
平成31年 2月28日

平成30年 9月21日  ～
平成31年 2月28日

平成31年2月14日 三好建設工業株式会社 3,520,800 3,494,880

・地元調整の結果、隣地の既設ミラーの付け替えにより視界が確保される
ようになるため、SP基礎Φ800　１面を廃工し、鏡面取替Φ800　2面に変更
する。また、電柱管理者の許可が得られなかったため、電柱共架Φ800　1
面からSP基礎Φ800　1面に変更する。
・地元との調整により、民地側からの作業ができるようになったこと及び施
工ルートの検討により、作業時間が短縮されたため、交通誘導警備員を減
工する。

332 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S85
工区）

みよし市福田町地内

工事延長　L=371.82(372.20)m
　汚水管布設工（VUφ150）　L=10.35(10.42)m
　汚水管布設工（VUφ300）　L=74.02m
　汚水管布設工（HPφ300）　L=279.72(281.00)m
　2号人孔設置工　N=4基　1号人孔設置工　N=1基（‐）
　0号人孔設置工　N=1基

平成30年 6月 1日  ～
平成31年 3月15日

平成30年 6月 1日  ～
平成31年 3月15日

平成31年2月21日 杉江建設工業株式会社 82,026,000 100,906,560

・道路使用協議を行った結果、交通規制時の見通しに配慮し、鋼矢板立坑
をケーシング立坑に変更し、推進管を標準管から半管へ変更する。
・推力の上昇により、推進間の破損及び掘進機停止のおそれがあるため、
到達立坑を新規計上し、推力の低下及び推進管の破損防止を図る。
・試掘を行った結果、地下水位が高く施工が困難であるため開削工法から
鋼管削進工法へ変更する。それに伴い、薬液注入工を増工する。

805 委託 調査委託
開発事業等発掘調査業
務委託愛知大学跡地（黒
笹町地内外）

歴史民俗資料館
遺跡の残存状況が悪く、磁気測定・樹種同定・放射性炭素年代
測定を実施しないため減額する。

平成30年10月25日  ～
平成31年 2月28日

平成30年10月25日
～  平成31年 2月28日

平成31年2月22日 株式会社イビソク 10,800,000 10,393,761
遺跡の残存状況が悪く、磁気測定・樹種同定・放射性炭素年代測定を実
施しないため減額する。

516 委託
病害虫、ねず
み、蜂等駆除

文化財くん蒸業務委託
（酒井家金比羅宮・資料
館収蔵庫）

歴史民俗資料館

酒井家金比羅宮・資料館収蔵庫の害虫駆除のためのくん蒸作
業
使用薬剤ヴァイケーン（フッ化スルフリル）
深夜警備費を4日から3日にする。

平成30年 6月15日  ～
平成31年 3月 8日

平成30年 6月15日  ～
平成31年 3月 8日

平成31年2月25日 中部資材株式会社 2,160,000 2,135,160
10月に行う収蔵庫のくん蒸について、今年は気温が高く、薬剤の効果が十
分に望めたため、協議の上、くん蒸時間を48時間から24時間とし、実施期
間を短くすることに伴い深夜警備費を減額する。

462 委託
その他業務委
託

放課後児童クラブ運営業
務委託（みよし市地内）

みよし市役所
放課後児童クラブ（北部、天王、三好丘、緑丘）運営業務 一式
平成30年度・平成31年度・平成32年度

平成30年 4月 1日  ～
令和 3年 3月31日

平成30年 4月 1日  ～
令和 3年 3月31日

平成31年2月27日
シダックス大新東ヒューマ
ンサービス株式会社

213,000,000 209,797,000

・平成３０年度の緑丘児童クラブ（第１・２教室）において、入所児童数に応
じて支援員の配置人数をそれぞれ１人減（合計２人減）とする。
・平成３０年度の北部児童クラブ第２教室を、主任支援員１人減、支援員１
人増とする。

308 委託 植物管理
街路樹維持管理業務委
託（歩行者専用道路・駅
前広場・道路附帯地）

みよし市役所

木剪定　1,194(1,213)本　中・低木剪定　5,140㎡
芝生施肥　10,486㎡　 草刈　19,785(20,340)㎡
中・低木施肥　3,970㎡　　芝刈工　33,938㎡
緑地内除草工　7,721㎡　　清掃工　242,660㎡
伐採工　17(-)本

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月15日

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月15日

平成31年2月27日 有限会社孝宗園 33,480,000 32,794,200

・病害虫が発生し、被害拡大防止のため病害虫防除工を新規計上する。
枯木及び倒木が確認されたため、伐採工を新規計上する。また、本事業
及び他事業伐採伴い高木剪定工を減工する。
・他事業により、交差点形状が変更されたため草刈工を減工する。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。

828 建設工事 土木工事業
明知下ふるさとふれあい
広場整備工事

みよし市明知町地内

ネットフェンス設置工　L=121.0（122.6）m
舗装切断工 L=3.2m、濁水処理V=0.01m3、
濁水運搬N=1台・回（新規）
構造物とりこわし工、殻運搬工、殻処理工=1.3（1.0）m3

平成30年11月16日  ～
平成31年 3月 1日

平成30年11月16日
～  平成31年 3月 1日

平成31年2月28日 有限会社多香久組 2,646,000 2,649,240

・ネットフェンス設置工において、地元行政区と立会協議の結果、L=122.6m
からL=121.0mに減工する。
・車止め設置位置について、コンクリート舗装部分に設置することとなった
ため、舗装切断工、濁水処理を新規計上する。

309 委託 植物管理
街路樹維持管理業務委
託（市道福谷線外6路線）

みよし市役所

高木剪定　746(757)本　 中・低木剪定　5,284㎡
中・低木施肥　2,847㎡　  草刈　9㎡
草取工　10,494㎡　 緑地内除草工　  8,814㎡
清掃工　51,709㎡     伐採工　7(-)本

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月15日

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月15日

平成31年3月1日 木戸造園土木株式会社 23,004,000 22,503,960
枯木が確認されたため伐採工を新規計上し、剪定工を減工する。剪定枝
等の処分量及び交通誘導警備員を実数に応じて変更する。



変更契約の内容（第4四半期　　平成31年1月～平成31年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

310 委託 植物管理
街路樹維持管理業務委
託（市道東山台弥栄線外
13路線）

みよし市役所

高木剪定　968(998)本　 中木剪定　5,592㎡
中・低木施肥　5,933㎡　 草刈工　6,338㎡
芝刈工　225㎡ 　 緑地内除草工　17,672(17,601)㎡
清掃工　95,823㎡　 病害虫防除工　222(-)本
伐採工　29(-)本

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月15日

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月15日

平成31年3月1日 木戸造園土木株式会社 24,300,000 24,695,280

・病害虫の発生を確認し、樹木被害の拡大防止のため、病害虫防除工(高
木・中木・低木)を新規計上する。
・薬剤注入工について、高木の幹周の実測の結果、当初の薬剤使用量で
は十分な効果が望めないため、薬剤個数を変更する。
・枯木が確認されたため伐採工を新規計上し、高木剪定工を減工する。
・剪定枝等の処分量を実数に応じて変更する。

312 委託 植物管理
道路草刈管理業務委託
（市道打越黒笹１・２号線
外）

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　その他道路附帯地 　A=19,911(20,101)㎡
道路草取工　その他道路附帯地 　A=133(-)㎡

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月15日

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月15日

平成31年3月1日 野沢建設株式会社 11,556,000 11,851,920

・市道中島線及び市道蜂ヶ池線において地元から道路附帯地を綺麗に除
草してほしいと要望があり、設計の草刈工では刈高が残ってしまうため道
路草取工に変更する。
・剪定枝等の処分量や交通誘導警備員を実数に応じて変更する。

313 委託 植物管理
街路樹維持管理業務委
託（市道三好丘線外8路
線）

みよし市役所

高木薬剤注入　333本　 高木剪定　1,248(1,262)本
中木剪定(松)　751(764)本　 低木剪定　 7,338(7,357)㎡
低木施肥　6,796(6,815)㎡　　芝刈工　 7,569㎡
草刈工　15,895㎡　緑地内除草工　 19,999(20,215)㎡
清掃工　107,052㎡　　伐採　 39(36)本

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月15日

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月15日

平成31年3月1日 有限会社酒井造園 36,180,000 36,047,160
・枯木が確認されたため伐採工を増工し、剪定工を減工する。
・剪定枝等の処分量及び交通誘導警備員を実数に応じて変更する。

311 委託 植物管理
河川草刈業務委託（準用
河川唐沢川外7河川）

みよし市役所
河川草刈一般部　148,071.6(143,272.8)㎡
河川草刈河床部　10,709.0㎡
樹木剪定　　　　64.5(65.5)㎡

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月15日

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月15日

平成31年3月1日 有限会社ガーデンテクノ 17,172,000 17,608,320
準用河川砂後川改修工事や他事業の工事が終了し、立ち入ることができ
るようになった区間の河川管理の草刈工を増工する。

307 委託 植物管理
街路樹維持管理業務委
託（市道黒笹線外8路線）

みよし市役所

高木剪定　446本　  中・低木剪定　 4,558㎡
芝生施肥　　1,421(1,445)㎡　 草刈　 1,341㎡
中・低木施肥 　5,053㎡　芝刈工　　3,490㎡
緑地内除草工 　12,602(12,654)㎡　清掃工 116,796(117,012)㎡
伐採工　 1(-)本

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月15日

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月15日

平成31年3月1日 有限会社ガーデンテクノ 13,392,000 13,388,760
・枯木が確認されたため伐採工を新規計上し、軽剪定工を減工する。
・剪定枝等の処分量を実数に応じて、処分量を変更する。

932 建設工事 土木工事業
側溝整備工事(市道明知
新屋線)

みよし市明知町地内

工事延長 L=58.0m
　側溝工(PU2-300)　L=26.5m　横断暗渠工(300)  L=3.0m
　集水桝工(□500×550) N=1基　舗装工 A=22.7㎡
原工期:平成31年1月25日～平成31年3月22日
変更工期:平成31年1月25日～平成31年3月28日

平成31年 1月25日  ～
平成31年 3月22日

平成31年 1月25日  ～
平成31年 3月28日

平成31年3月1日 有限会社多香久組 2,970,000 2,970,000
本工事を施工するにあたって、現場の排水状況の確認や隣接地権者との
立会に時間を要したため、当初計画より遅れることとなった。そのため、本
工事の工期を延期する。

742 委託 調査委託
子どもの生活状況調査業
務委託（みよし市地内）

みよし市役所

子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業実施要領別記
第１の１の（１）実態調査・分析及び支援ニーズに応える資源量
調査のために実施する子どもの生活状況調査3,700件
子ども・子育て支援法第61条の規定に基づく市町村子ども・子育
て支援事業計画として市が策定する児童育成計画に関し、その
ニーズ量の算出に必要なデータ収集のために実施する子ども・
子育て支援ニーズ調査3,000件

平成30年10月10日  ～
平成31年 3月20日

平成30年10月10日
～  平成31年 3月20日

平成31年3月4日
株式会社サーベイリサー
チセンター

2,667,600 2,655,720
子どもの生活状況調査において、集計・分析にかかるデータ入力件数を、
アンケートの回収実績に伴い減らす。
（当初）2,480件 → （変更後）2,343件

921 建設工事 土木工事業
農業集落排水向管布設
工事その４（東山処理区）

みよし市莇生町地内
工事延長　L=21.89（20.75）m
　汚水管布設工（VPφ150）L=21.22（20.08）m
　塩ビ人孔設置工　N=1箇所&

平成30年12月28日  ～
平成31年 3月13日

平成30年12月28日
～  平成31年 3月13日

平成31年3月4日 有限会社岩城建設 1,976,400 1,981,800

現地にて他の占用物と調整を行った結果、新設塩ビ人孔設置箇所が他の
工事の支障となることが判明したため、新設塩ビ人孔設置箇所を変更す
る。これに伴い、工事延長ならびに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。

896 建設工事 舗装工事業
舗装修繕工事（市道イン
ター３号線）

みよし市根浦町地内

工事延長　L=209.0m
　舗装工（t=5-5cm）A=1361.1(1359.2)㎡
　路上再生路盤工（t=20cm）　A=1361.1(1359.2)㎡
　区画線工（白、実線、W=15cm）　L=411.8(413.1)m
　区画線工（白、破線、W=15cm）　L=110.0m
　区画線工（白、実線、W=30cm）　L=6.5(6.4)m

平成31年 1月 9日  ～
平成31年 3月18日

平成31年 1月 9日  ～
平成31年 3月18日

平成31年3月4日 株式会社佐藤渡辺 17,604,000 19,268,280

・施工区域周辺の工場等との調整や、大型車両の乗入利用や通行量も多
いことを考慮し、昼間での施工では周りに与える影響が大きいため交通量
が減る夜間に、路面切削工、路上再生路盤工、基層工、表層工を施工す
る。
・現地状況を確認したところ舗装厚が想定よりも厚いことが判明した。舗装
版破砕工にて施工を行う予定であったものを、現況の通行状況から早期に
解放するため、路面切削工に変更する。路上再生路盤工の配合設計試験
により当初設計値と試験結果に差異があったため、添加材の使用量を変
更する。

818 建設工事 土木工事業
歩道築造工事（市道中大
通線）

みよし市三好町地内

工事延長 L=69.4m
　舗装工 A=(1,146.3)1,168.5㎡
  路床安定処理工 A=(220)101.1㎡
　側溝工 B300 L=(30.4)29.6m　　街渠工 L=(99.5)97.7m
　街渠桝工 N=5箇所 　　防護柵工 Gp-Cp-2E L=(67.2)44.0m
　照明灯 N=2基 　　区画線工 W=15cm L=(267.7)267.4m
　カラー舗装工 A=160.5㎡

平成30年11月16日  ～
平成31年 3月15日

平成30年11月16日
～  平成31年 3月15日

平成31年3月4日 三好建設工業株式会社 28,944,000 26,839,080

・路床安定処理工について、試掘等により現況を確認したところ、安定処
理が必要となる面積を変更し、地下埋設物が支障とならぬようスタビライ
ザーからバックホウを使用した処理へ変更する。試験の結果により添架量
8.74t/100㎡を8.65t/100㎡変更する。
・舗装工、側溝工、街渠工について、地権者との立会い及び現況への擦り
付け部の確認及び試掘等による埋設物の確認により、設置位置に変更が
生じたため変更する。
・交通誘導警備員について、計画にあわせて180人から89人に変更する。

719 建設工事 土木工事業
道路改良工事(市道植ノ
畑八和田線)

みよし市三好町地内

工事延長 L=84.7m
  横断暗渠工(300) L=8.8m　側溝工(PU3-250-250) L=9.3(9.0)m
　側溝工(PU2-300-300) L=13.6(15.9)m
　集水桝工(□500)　N=5基
　側溝工(PU3-300-300) L=132.0(130.0)m
　舗装工　A=557.0(539.2)㎡

平成30年10月 5日  ～
平成31年 3月15日

平成30年10月 5日  ～
平成31年 3月15日

平成31年3月4日 有限会社岩城建設 11,772,000 13,232,160

道路附帯地の整備について地元行政区と現地立会を行った結果、歩行者
が有効利用できかつ防草対策が施工された形状で整備してほしいとの要
望があったため土間コンクリートN=1式を新規計上する。また現地精査の
結果、舗装工、横断暗渠、側溝工を変更する。

717 建設工事 造園工事業
三好中部１号公園整備工
事

みよし市三好町地内

高中木植栽工　N=74本　低木植栽工　N=1236本
透水性脱色アスファルト舗装工　A=283.1(281.6)㎡
縁石工　L=351.8(353.5)m　照明灯設置工　N=4基
複合遊具設置工　N=1基　四阿設置工　N=1基
フェンス設置工　L=198.2(194.3)m

平成30年10月 5日  ～
平成31年 3月15日

平成30年10月 5日  ～
平成31年 3月15日

平成31年3月4日 有限会社マツイワ 41,580,000 43,990,560
区画整理組合との協議の結果、張芝工を増工し、公園利用者の利便性向
上及び公園の緑化の推進をはかる。



変更契約の内容（第4四半期　　平成31年1月～平成31年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

648
建設コンサ
ルタント

設計
測量設計業務委託（都市
計画道路東郷三好線）

みよし市役所

４級基準点測量　N=-(12)点　現地測量　A=0.022km2
雨水浸透阻害対策検討 L=0.35km(-)
道路設計（予備修正、詳細）L=0.35km、0.05km
雨水浸透阻害行為許可申請 N=1式(-)　交差点設計　N=1箇所
現場透水試験 N=1回(-)

平成30年 8月24日  ～
平成31年 3月20日

平成30年 8月24日  ～
平成31年 3月20日

平成31年3月5日
玉野総合コンサルタント
株式会社

7,398,000 8,078,400

・現地測量の結果、隣接する区画整理事業や街路整備事業で設置されて
いる既設の基準点が使用できると確認されたため、４級基準点測量を廃工
とする。
・詳細設計により整備を行う範囲が確定し、現況から道路に変わる面積が
算出され、当該路線の整備は特定都市河川浸水被害対策法の適用を受
け、雨水の浸透阻害対策が必要となる事業規模であったため、試験により
現場の透水状況を把握し、流出抑制に必要な貯留容量の算出や貯留方
法等の検討と許可申請書作成のために必要な業務を新規計上する。

650
建設コンサ
ルタント

設計
調査測量設計業務委託
（市道上ヶ池東谷線）

みよし市役所

４級基準点測量　N=(3)5点
路線測量　L=0.16km
現地測量　A=8,000㎡
歩道設置基本設計　L=150m

平成30年 8月24日  ～
平成31年 3月20日

平成30年 8月24日  ～
平成31年 3月20日

平成31年3月5日
玉野総合コンサルタント
株式会社

3,942,000 4,018,680
現地測量の結果、現況平面図の作成に必要な既設の基準点が不足して
いたため、4級基準点測量をN=3点からN=5点に増設する。

649
建設コンサ
ルタント

設計
測量設計業務委託（市道
山ノ間小林線）

みよし市役所

４級基準点測量　N=12点&路線測量　L=0.6km
雨水浸透阻害対策検討 N=1式(-)　現地測量　A=0.03km2
雨水浸透阻害行為許可申請 N=1式(-)
歩道詳細設計　L=600m　 現場透水試験 N=1箇所(-)

平成30年 8月24日  ～
平成31年 3月20日

平成30年 8月24日  ～
平成31年 3月20日

平成31年3月5日
アローコンサルタント株式
会社

8,100,000 10,065,600

詳細設計により整備を行う範囲が確定し、現況から道路に変わる面積が
算出された。当該路線の整備は特定都市河川浸水被害対策法の適用を
受け、雨水の浸透阻害対策が必要となる事業規模であることが判明した
ため、試験により現場の透水状況を把握し、算出された流出抑制に必要な
貯留容量の算出や貯留方法等の検討を行い、あわせて許可申請書作成
のために必要な業務を新規計上する。

899 委託 調査委託
分筆測量業務委託（打越
行政区）

みよし市役所
分筆測量・登記
　Ｎ＝７件

平成30年12月21日  ～
平成31年 3月22日

平成30年12月21日
～  平成31年 3月22日

平成31年3月5日
公益社団法人愛知県公
共嘱託登記土地家屋調
査士協会

1,139,421 1,139,421

・事業用地について分筆して寄附予定の地権者より、丸筆での寄附の申し
出があったため、分筆を中止し、分筆登記等の不要な作業について変更
する。
・一部の寄附予定用地で相続漏れ等による地権者調査が必要になったた
め土地家屋調査士に相続人調査の支援業務を追加で依頼する。

292 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
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

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月22日

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月22日

平成31年3月5日 有限会社ガーデンテクノ 20,304,000 18,691,560

・気象状況により芝の生育状況に変化が生じたことで施肥工の内容を一部
変更。目土工において芝の補修を直営で施工したため芝25束（手間含む）
を廃工。
・病害虫の発生に対応するため液肥散布工にリラークDFを追加散布し、散
布濃度を調整するため防除工のアセルプリン600mlに減量。
・異常気象により芝丈が低く直営にて芝刈頻度・刈高調整を工夫し対応で
きることにより、芝刈工を減工する。

822 建設工事 土木工事業
側溝整備工事（市道三吉
小学校２号線外）

みよし市三好町地内

工事延長　L=68.9ｍ
　側溝工　L=88.2ｍ　電柱除け側溝工（300C）　N=1箇所
　集水桝工　N=3基
原工期：平成30年11月16日～平成31年3月20日
変更後工期：平成30年11月16日～平成31年3月29日

平成30年11月16日  ～
平成31年 3月20日

平成30年11月16日
～  平成31年 3月29日

平成31年3月6日 野沢建設株式会社 6,696,000 6,696,000
同調施工を行う雨水排水整備工事において、支障移転工事が必要なこと
が判明した。雨水管埋設後本工事を行うため、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。

658 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=270m
　舗装工 A=2,919.3㎡　路上再生路盤工 A=894.0㎡
　路床安定処理工 A135.2㎡　側溝工   L=175.1m
　集水桝工 N=3箇所　街渠工   L=36.7m
　街渠桝工 N=8箇所
原 工 期：平成30年9月7日～平成31年3月22日
変更工期：平成30年9月7日～平成31年3月29日

平成30年 9月 7日  ～
平成31年 3月22日

平成30年 9月 7日  ～
平成31年 3月29日

平成31年3月6日 タチバナ建設株式会社 44,496,000 44,496,000

・占用物件について、立会い及び試掘により本工事に支障となることが判
明した。占用物件の移転について、工程調整を実施したところ、本工事の
施工時期が当初計画より遅れることとなったため、本工事の工期を延期す
る。

811 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=196.0m
　舗装工　A=3,220.3㎡
  路床安定処理工 A=1,472.9(1,479.3)㎡
　側溝工 B300 L=148.0(148.1)m  街渠工 L=201.4(202.9)m
　台付管工φ300 L=10.4m        集水桝工 N=1箇所
　街渠桝工 N=13箇所     防護柵工 Gp-Cp-2E L=23.5(25.9)m
　マンホール工N=2(-)箇所

平成30年11月16日  ～
平成31年 3月22日

平成30年11月16日
～  平成31年 3月22日

平成31年3月7日 岡本組株式会社 34,560,000 34,974,720
現地精査の結果、マンホールに段差ができ、高さ調整が必要のためマン
ホール工N=2箇所を新規計上する。

460
建設コンサ
ルタント

設計
莇生住宅大規模改修（２
期）工事監理委託

みよし市役所

莇生住宅大規模改修（２期）工事に伴う監理委託
【変更設計概要】
《変更前履行期間》平成29年9月28日～平成31年3月22日
《変更後履行期間》平成29年9月28日～平成31年6月28日

平成29年 9月28日  ～
平成31年 3月22日

平成29年 9月28日  ～
令和 1年 6月28日

平成31年3月8日
株式会社松浦建築事務
所

7,236,000 7,236,000
・増築する共用廊下部の基礎掘削時に、地中埋設物を発見し、撤去作業
による工事の遅れが生じたため。

877 建設工事 土木工事業
歩道築造工事(市道今池
下流谷線)

みよし市明知町地内

工事延長　L=160.5m
　転落防止柵工   L=89.3(90.6)m
　重力式擁壁(嵩上げ)　V=0.27(0.34)m3
　側溝工PU2-300　L=45.6(46.0)m
  重力式擁壁(増打)　  V=27.69m3
　台付管工φ     L=42.7(44.0)m　重力式擁壁(新設)　  V=4.76m3
　集水桝工□500 N=4基　ブロック積擁壁　A=81.6m2
　ガードパイプ(Gp-Cp-2E)　L=92.0m

平成30年12月18日  ～
平成31年 3月22日

平成30年12月18日
～  平成31年 3月22日

平成31年3月8日 有限会社多香久組 23,760,000 25,932,960
地元及び隣接する事業者と調整した結果、車両の出入りが不定期であり
営業への影響があることが判明したため通行止めではなく片側交互通行
にて施工することとなった。そのため誘導員を増工する。

713 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

脱色アスファルト舗装工　A=939.1(944.6)㎡
縁石工　L=208.2(207.0)m
高木植栽工　N=4本　　低木植栽工　N=1684(1638)本
張芝工　A=1088.5(1084.2)㎡
植栽基盤工　A=1919.2(1967.1)㎡
給水管工　L=22.3m　　用水管工　L=15.1(13.5)m

平成30年10月 5日  ～
平成31年 3月15日

平成30年10月 5日  ～
平成31年 3月15日

平成31年3月8日 株式会社香木園 46,440,000 47,052,360

・保田ヶ池公園で開催される植樹祭の植栽計画の決定により、植栽基盤
工の面積を変更する。
・愛知用水土地改良区からの指示により、用水管工について継輪接合に
よる施工に変更する。

461 建設工事 電気工事業
莇生住宅大規模改修（２
期）電気工事

みよし市莇生町　地内

既設共同住宅　鉄筋コンクリート壁構造４階建
延床面積　1,608.32㎡　住戸内装改修
共用廊下・エレベーター棟　鉄骨造４階建
延床面積　  165.64㎡　増築
自動火災報知設備　新設
【変更設計概要】
《変更前工期》平成29年9月28日～平成31年3月22日
《変更後工期》平成29年9月28日～平成31年6月28日

平成29年 9月28日  ～
平成31年 3月22日

平成29年 9月28日  ～
令和 1年 6月28日

平成31年3月8日 宮田電工株式会社 38,880,000 38,880,000
・増築する共用廊下部の基礎掘削時に、地中埋設物を発見し、建築工事
にて撤去作業による工事の遅れが生じたため。



変更契約の内容（第4四半期　　平成31年1月～平成31年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

459 建設工事 管工事業
莇生住宅大規模改修（２
期）機械工事

みよし市莇生町　地内

既設共同住宅　鉄筋コンクリート壁構造４階建
延床面積　1,608.32㎡　住戸内装改修
共用廊下・エレベーター棟　鉄骨造４階建
延床面積　  165.64㎡　増築
給水ポンプ室改修
【変更設計概要】
《変更前工期》平成29年9月28日～平成31年3月22日
《変更後工期》平成29年9月28日～平成31年6月28日

平成29年 9月28日  ～
平成31年 3月22日

平成29年 9月28日  ～
令和 1年 6月28日

平成31年3月8日 株式会社愛三工業 61,020,000 61,020,000
・増築する共用廊下部の基礎掘削時に、地中埋設物を発見し、建築工事
にて撤去作業による工事の遅れが生じたため。

458 建設工事 建築工事業
莇生住宅大規模改修（２
期）建築工事

みよし市莇生町　地内

既設共同住宅　鉄筋コンクリート壁構造４階建
延床面積　1,608.32㎡  住戸内装改修
共用廊下・エレベーター棟　鉄骨造４階建
延床面積　  165.64㎡　増築
【変更設計概要】
《変更前工期》平成29年9月28日～平成31年3月22日
《変更後工期》平成29年9月28日～平成31年6月28日

平成29年 9月28日  ～
平成31年 3月22日

平成29年 9月28日  ～
令和 1年 6月28日

平成31年3月8日 入江建設株式会社 267,840,000 267,840,000
・増築する共用廊下部の基礎掘削時に、地中埋設物を発見し、撤去作業
による工事の遅れが生じたため。

932 建設工事 土木工事業
側溝整備工事(市道明知
新屋線)

みよし市明知町地内
工事延長 L=58.0m
　側溝工(PU2-300)　L=25.4(26.5)m　横断暗渠工(300)  L=3.0m
　集水桝工(□500×650(550)) N=1基　舗装工 A=27.1(22.7)㎡

平成31年 1月25日  ～
平成31年 3月28日

平成31年 1月25日  ～
平成31年 3月28日

平成31年3月11日 有限会社多香久組 2,970,000 3,514,320
地元行政区より、未舗装部分を舗装して歩道に土砂の流出を防いでほし
いとの要望があったため舗装工を増工する。また実際に掘削したところ老
朽化していたため側溝工(PU1-240)を発生材から新材に変更する。

885 建設工事 土木工事業
河川改修工事その3(準用
河川砂後川)

みよし市三好町地内

工事延長 L=266.1(286.7)m
　車止め工 N=8基　重力式擁壁工 L=266.1(268.9)m
　転落防止柵工 L=266.1(268.9)m　張芝工　A=347.2(349.6)㎡
　表層工 t=5cm A=732.0(745.4)㎡
　下層路盤工　t=20cm A=732(745.4)㎡

平成31年 1月 9日  ～
平成31年 3月27日

平成31年 1月 9日  ～
平成31年 3月27日

平成31年3月11日 野沢建設株式会社 24,840,000 24,427,440
現地精査の結果、重力式擁壁工、転落防止柵工、張芝工、表層工、下層
路盤工をともに減工する。

887 建設工事 建築工事業
保健センター擁壁改修工
事

みよし市三好町　地内

石積み擁壁をL型擁壁に改修
【変更設計概要】
・既設ガス管をやり替えとする。
・交通誘導員を増員とする。

平成30年12月28日  ～
平成31年 3月22日

平成30年12月28日
～  平成31年 3月22日

平成31年3月11日 有限会社伊藤組 7,020,000 8,103,240

・石積み撤去後、既設ガス管が埋設しているのが分かり、新設擁壁と干渉
するため、既設ガス管を露出にてやり替えとする。&・前面道路が通学路で
あり、交通誘導員を配置するように当初計画していたが、契約後の学校と
の協議により、通学路を迂回させるよう誘導員を２名配置する必要が生じ
たため、誘導員を増員する。

894 建設工事 建築工事業
東山老人憩いの家スロー
プ等設置工事

みよし市三好町地内

スロープ設置　玄関扉を自動ドアに改修　ガラスの飛散防止対
策
【変更設計概要】
・大ホール及び廊下のフローリング張りを長尺シート張りに変更
する。

平成30年12月28日  ～
平成31年 3月22日

平成30年12月28日
～  平成31年 3月22日

平成31年3月11日 有限会社伊藤組 6,760,800 6,995,160
・当初大ホール及び廊下をタイルカーペットからフローリング張りに改修す
る計画であったが、タイルカーペット撤去後の既設巾木への施工性を考慮
して、フローリング張りから長尺シート張りに変更する。

755 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=109.18ｍ
　護岸工 　L=174.86ｍ　　階段工　N＝1箇所
　床止め工　N＝1(2)箇所　　重力式擁壁工　N＝1箇所

平成30年10月31日  ～
平成31年 3月25日

平成30年10月31日
～  平成31年 3月25日

平成31年3月11日 野沢建設株式会社 85,320,000 81,450,360

・他工事との工程や施工方法の調整の結果、２号床止工について占用物
の施工を待って施工を行うことになったため、廃工とする。大型土のう撤去
について、既設土のうが確認されたこと及び、他工事との調整により一部
区間先行して行うこととなったため撤去数を変更する。
・コンクリート構造物取壊し工（無筋構造物）において、一部有筋構造物が
確認されたこと及び、他工事との調整により先行して無筋構造物の取り壊
しが行われた区間があるためコンクリート構造物取壊し工を変更する。

868 建設工事 舗装工事業
舗装修繕工事(市道落合
辰己山線)

みよし市莇生町地内

工事延長 L=230.3(229.0)m
　舗装工 A=1119.9(976.5)㎡
　区画線工　破線(W=15cm) L=125.1(120.0)m
　区画線工　実線(W=15cm) L=334.3(279.0)m

平成30年12月14日  ～
平成31年 3月22日

平成30年12月14日
～  平成31年 3月22日

平成31年3月12日 株式会社佐藤渡辺 8,424,000 9,370,080
当初設計で予定していた区域に隣接している区間にクラックやたわみが進
行しており、早急に修繕を行う必要が生じていたため、舗装工を増工し通
行車両の安全を確保する。また、それに伴い、区画線工を増工する。

444 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31年3月13日 ホーメックス株式会社 35,419,680 35,455,320 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。

443 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31年3月13日 株式会社トーブ 29,296,080 27,559,440 消毒薬品および凝集剤を実績に合わせて変更する。

441 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31年3月13日 日立造船株式会社 60,469,200 60,469,200 刈草処分費を実績に合わせて変更する。

94 委託
上・下水道施設
管理

雨水ポンプ場施設管理業
務委託（福田第２雨水ポ
ンプ場）

みよし市役所
保守点検業務　一式　施設管理業務　一式　植栽管理業務　一
式

平成30年 4月 1日  ～
平成31年 3月31日

平成30年 4月 1日  ～
平成31年 3月31日

平成31年3月13日 株式会社エステム 4,536,000 3,066,120
・敷地内側溝への土砂の流入が見られなかったため、側溝清掃工を廃工
する。
・し渣および刈草処分量を実績に合わせて変更する。

736 建設工事 土木工事業
河川改修工事その2（準用
河川砂後川）

みよし市三好町地内
橋梁下部工 一式　場所打杭工(φ1000) N=8本
護岸工 A=147.6㎡　排水工8号 N=1式

平成30年10月31日  ～
平成31年 3月27日

平成30年10月31日
～  平成31年 3月27日

平成31年3月13日 野沢建設株式会社 61,020,000 61,686,360

・施工ヤードに使用する盛土を、他工事にて発生した土砂を事前に運び込
み流用土として盛土に使用し、掘削前に施工ヤードを造成する。
・当初鋼矢板をリースによる仮設計画としていたが、仮排水管を新規計上
することで、鋼矢板を一部廃工とする。また、摺付け鋼矢板を流用すること
が工程を練ることで可能であるとわかったため、鋼矢板のリースを廃工す
る。

758
建設コンサ
ルタント

建設コンサル
福田池下地区工業団地
測量調査等業務委託（み
よし市福田町地内）

みよし市役所
測量業務　A=105,000㎡、物件調査業務　一式、不動産鑑定業
務　一式、地質調査業務　一式

平成30年 9月28日  ～
平成31年 3月27日

平成30年 9月28日  ～
平成31年 3月27日

平成31年3月14日 株式会社新日 32,184,000 33,066,360
・地元調整の結果、開発区域の変更に伴う物件補償調査の減額
・ボーリング調査の結果、礫混じり土砂層があったため、土質区分の変更
による増額



変更契約の内容（第4四半期　　平成31年1月～平成31年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

895 建設工事 土木工事業
明知上行政区里道整備
工事

みよし市明知町地内
工事延長L=43.0m
　ブロック積工A=29.3(42.1)㎡　舗装工A=72.9(83.7)㎡
　転落防止柵L=23.0(25.0)m　側溝工(PU1-180)L=5.9(-)m

平成31年 1月 9日  ～
平成31年 3月27日

平成31年 1月 9日  ～
平成31年 3月27日

平成31年3月14日 有限会社大野建設 5,616,000 4,692,600

地山の状況を試掘により確認したところ、地山が安定しており当初通りの
基礎高で地山を掘削すると隣接する既設ブロック積に影響があるため、現
況の地山を活かし、必要最低限の根入れでブロック積工を施工する。よっ
てブロック積工、転落防止柵工、舗装工をそれぞれ減工する。また、既設
側溝の現場確認の結果、既設の排水施設がなかったため側溝工(PU1-
180)を新規計上する。

827 建設工事 土木工事業
森曽公園駐車場整備工
事

みよし市三好町地内
逆L型擁壁工　1式　     ネットフェンス工  L=48(45)ｍ
車止め工　N=3本　      アスファルト舗装工　A=263(238)㎡

平成30年11月30日  ～
平成31年 3月15日

平成30年11月30日
～  平成31年 3月15日

平成31年3月14日 半澤建設株式会社 11,988,000 12,129,480
公園に近接する工場で工事が行われ、市道が封鎖されていたため交通誘
導員を減工する。公園利用者の利便性向上のため舗装工を増工し、看板
設置工を新規計上する。

445 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31年3月15日 ホーメックス株式会社 38,459,880 38,018,160

・平池処理区において、公共下水道への切替を行ったことで、平池浄化セ
ンターの稼働を停止したため、保守点検業務を減工する。
・南台処理区において、流入水質が安定し、メタノールの使用が必要なく
なったため、薬剤補給業務（メタノール）を減工する。
・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
えれたため、草刈処分量を減工する。

442 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31年3月15日 株式会社エステム 12,923,280 11,679,120
三好ヶ丘浄化センターが普通財産に変わり、他課が管理することとなった
ため、平成３０年度の植栽管理業務を廃工し、草刈処分費を減工する。

924 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

工事延長 L=20.4m
　街渠工 L=44.5(43.8)m　表層工　t=3cm A=99.7(95.5)㎡
　街渠桝工 N=2(4)箇所　表層工　t=5cm A=429.8(372.2)㎡
　防護柵工 Gp-Cp-2E L=22.5m
  基層工　t=5cm A=100.8(252.2)㎡
　区画線工 L=87.3m　上層路盤工　t=10cm A=36.3(33.2)㎡
　下層路盤工　t=25cm A=36.3(33.2)㎡

平成30年12月21日  ～
平成31年 3月27日

平成30年12月21日
～  平成31年 3月27日

平成31年3月15日 大下建設有限会社 4,816,800 4,534,920
隣接する事業者との協議の結果、表層工を増工する。また通行規制が少
なくなる施工方法で早期解放してほしいとの要望があり地盤も安定してい
たことから基層工を減工する。

822 建設工事 土木工事業
側溝整備工事（市道三吉
小学校２号線外）

みよし市三好町地内
工事延長　L=68.9ｍ
　側溝工　L=79.3(88.2)ｍ　電柱除け側溝工（300C）　N=-(1)箇所
　集水桝工　N=3基

平成30年11月16日  ～
平成31年 3月29日

平成30年11月16日
～  平成31年 3月29日

平成31年3月15日 野沢建設株式会社 6,696,000 6,430,320

・既設側溝の蓋がもろく、工事発注前に確認できなかった民地からの雨水
取出し管の高さについて、発注後に調査を行ったところ、想定より低い位
置にあることが確認されたため、PU2型側溝工300AからPU2型側溝工
300Bに変更する。
・同調して事業を行っている他工事の施工が困難になった区間が生じたた
めPU3型側溝工300Cと舗装工を減工する。
・交通誘導警備員について、他工事との工程調整により施工日数が増え
たため8人から20人に変更する。

658 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=270m
　舗装工 A=(2,919.3)2,604.2㎡　-(路上再生路盤工 A=894.0㎡)
　路床安定処理工 A135.2㎡　側溝工 L=(175.1)172.8m
　集水桝工 N=(3)1箇所　街渠工 L=(36.7)35.9m
　街渠桝工 N=(8)4箇所

平成30年 9月 7日  ～
平成31年 3月29日

平成30年 9月 7日  ～
平成31年 3月29日

平成31年3月15日 タチバナ建設株式会社 44,496,000 41,910,480

・路床安定処理工について、試験の結果により添加量 6.21t/100㎡を
2.00t/100㎡に変更する。
・舗装工について、隣接地権者と調整により、高さ調整による復旧範囲が
確定したため、 A=2,919.3㎡を A=2,604.2㎡に変更する。
・現道部舗装撤去について、試掘等により現況の確認を行ったところ、計
画である t=5cmではなく t=10cmであったため、舗装撤去工 t=5cmを
t=10cmに変更する。

539 建設工事 土木工事業
河川改良工事（準用河川
茶屋川）

みよし市明知町地内
工事延長 L=124.0m
　護岸工 L=(95.6)95.1m  函渠工 L=4.2m
　床張工 L=(46.0)45.4m

平成30年 7月13日  ～
平成31年 3月29日

平成30年 7月13日  ～
平成31年 3月29日

平成31年3月15日 黒柳建設株式会社 113,940,000 114,558,840

・試掘により掘削に伴う現道への影響が懸念される状況であることが判明
した。また、上流に向けて管理道路が途切れる箇所であり、擦り付けのた
めの擁壁を設置しなくとも管理上不利にはならないため、現道への影響を
考慮し、5号擁壁工を廃工とする。
・残置予定であった橋梁下にあるブロック積の状況を確認したところ、劣化
がみられ、橋梁下にあり取替えが容易ではないため、ブロック積補修工を
新規計上する。

905 建設工事 土木工事業
側溝整備工事(市道福谷
落合線)

みよし市福谷町地内
工事延長 L=112.8m
　側溝工(PU3-300)　L=106.9(112.8)m　舗装工 A=275.9(264.5)㎡
　間詰めコンクリート工 N=1(-)式

平成31年 1月 9日  ～
平成31年 3月27日

平成31年 1月 9日  ～
平成31年 3月27日

平成31年3月18日 半澤建設株式会社 5,745,600 5,135,400

現地精査の結果、既設舗装との高さが一定でないため、とりあいの高さ調
整をするために舗設工A=264.5㎡からA=275.9㎡に増工、側溝工(PU3-
300)L=112.8mをL=106.9mに減工する。また、設置する側溝と民地との隙間
の段差を解消するために間詰めコンクリートN=1式を新規計上する。

775 建設工事 土木工事業
雨水排水整備工事（半野
木地区）

みよし市三好町地内
工事延長　L=26.00m（L=37.10m）
　鉄筋コンクリート管布設工（φ800）L=21.00m（L=35.90m）
　2号人孔設置工　N=1基

平成30年11月 2日  ～
平成31年 3月20日

平成30年11月 2日  ～
平成31年 3月20日

平成31年3月18日 野沢建設株式会社 9,720,000 9,147,600

・近隣住民との協議の結果、工期短縮のため夜間通行規制を行った。
・掘削箇所の土質が悪く、現工期内での施工が困難なため工事延長を減
工した。
・道路管理者との協議の結果、舗装本復旧工を増工した。

472 委託
その他業務委
託

小学校施設総合維持管
理業務委託（市内８小学
校）

みよし市役所

市内８小学校における施設総合維持管理業務一式
業務実施期間　平成30年4月1日から平成33年3月31日まで（36
か月）
【変更概要】
北部小学校自家用電気工作物における需要設備容量の変更

平成30年 4月 1日  ～
令和 3年 3月31日

平成30年 4月 1日  ～
令和 3年 3月31日

平成31年3月20日
鹿島建物総合管理株式
会社

53,460,000 53,489,733
小学校自家用電気工作物保安業務において、北部小学校の需要設備容
量の積算誤りのため。

471 委託
その他業務委
託

中学校施設総合維持管
理業務委託（市内４中学
校）

みよし市役所

市内４中学校における施設総合維持管理業務一式
業務実施期間　平成30年4月1日から平成33年3月31日まで
【変更概要】
北中学校エレベータ保守点検における点検期間の変更
北中学校プール循環装置における点検回数の変更

平成30年 4月 1日  ～
令和 3年 3月31日

平成30年 4月 1日  ～
令和 3年 3月31日

平成31年3月20日
鹿島建物総合管理株式
会社

30,240,000 29,930,767

・北中学校エレベータ保守点検業務において、大規模改修に伴い撤去され
たエレベータの点検期間を減らす。
・北中学校プール循環装置保守点検業務において、装置が更新されたた
め、点検回数を１回減らす。

104 委託
測定機器保守
点検

医療機器保守業務委託 みよし市民病院
ステラッド、人工呼吸器2台、ビトロス、逆浸透無菌精製水装置保
守及び定期点検

平成30年 4月 1日  ～
平成31年 3月31日

平成30年 4月 1日  ～
平成31年 3月31日

平成31年3月20日 株式会社八神製作所 3,688,200 2,248,560
・機器更新により、ステラッドを保守対象から除外
・保守部品供給終了に伴い、人工呼吸器1台を保守対象から除外

646 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
地区その３）

みよし市三好町地内

工事延長　L=664.23m（L=574.90m）
　汚水管布設工（VUφ150）L=651.44m（L=565.62m）
　1号人孔設置工　N=3基（N=2基）
  0号人孔設置工　N=12基（N=8基）
　 ―　（塩ビ人孔設置工　N=1基）

平成30年 9月 7日  ～
平成31年 3月25日

平成30年 9月 7日  ～
平成31年 3月25日

平成31年3月20日 有限会社ミヨシ設備 24,840,000 31,110,480
三好中部特定土地区画整理事業における施工路線、計画地盤高の変更
に伴い、下水道工事においても、区画整理事業に合わせ施工路線、計画
地盤高を変更する。



変更契約の内容（第4四半期　　平成31年1月～平成31年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

890 委託
コンピュータ
サービス

みよし市財務会計システ
ム新元号対応業務委託
（みよし市役所）

みよし市役所
平成31年5月1日の改元に伴う財務会計システムのプログラム変
更
仕様：画面及び帳票の変更

平成30年12月21日  ～
令和 1年 5月31日

平成30年12月21日
～  令和 1年 5月31日

平成31年3月22日
株式会社日立ソリューショ
ンズ・クリエイト

907,200 907,200

・平成31年5月1日の改元に伴う新元号の発表が平成31年4月1日となった
ため履行期間内に新元号のセットアップが不可能なため期間の延長して
プログラム変更を行う。
・履行期間の終期「平成31年3月31日」を「平成31年5月31日」に変更する。

469 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

市営住宅（莇生・明知・福谷）維持管理業務
・給水設備維持管理業務・エレベーター保守点検業務・消防設
備保守点検業務・遊具保守点検業務・シルバーハウジング緊急
通報連絡装置点検業務　他
【変更設計概要】
・飲料水適正検査の検体数を12月実施分から3検体から2検体
に変更する。
・B棟用（旧）給水ポンプの点検業務を11月実施分から取りやめ
る。

平成30年 4月 1日  ～
令和 3年 3月31日

平成30年 4月 1日  ～
令和 3年 3月31日

平成31年3月22日
鹿島建物総合管理株式
会社

16,092,000 15,640,560

・莇生住宅大規模改修工事に伴い、11月中にB棟高架水槽を撤去するた
め、飲料水適正検査の検体数を12月実施分から3検体から2検体に変更
する。
・莇生住宅大規模改修工事に伴い、B棟用（旧）給水ポンプを撤去するた
め、点検業務を11月実施分から取りやめる。

286 委託 調査委託
第3次みよし市食育推進
計画策定業務委託（みよ
し市内）

みよし市役所

第3次食育推進計画策定に伴う、現状と課題の整理、情報収集
及びアンケート調査等の業務
≪変更前工期≫平成30年4月27日～平成31年3月22日
≪変更後工期≫平成30年4月27日～平成31年5月31日

平成30年 4月27日  ～
平成 元年 3月22日

平成30年 4月27日  ～
令和 1年 5月31日

平成31年3月22日 株式会社名豊 1,814,400 1,814,400 新元号の改正による工期延長が必要なため。

961 建設工事 舗装工事業
舗装修繕工事（市道三
好ヶ丘駒場線その２）

みよし市ひばりヶ丘地内

工事延長　L=632.0m
　舗装工　A=3343.0(3158.3)㎡
　路上再生路盤工　A=1288.2(1209.2)㎡
　区画線工　L=2109.6(1628.5)m

平成31年 1月25日  ～
平成31年 3月28日

平成31年 1月25日  ～
平成31年 3月28日

平成31年3月22日 野沢建設株式会社 24,840,000 26,521,560

・公安との協議により、右折帯の延伸と車線の幅員の見直しを行うことに
なったため、区画線工を変更する。
・補修対象端部にたわみの増大が確認され、たわみの解消と施工性の向
上のため路上再生工及び表層工を変更する。

866 建設工事 土木工事業
モニュメント設置工事（三
好前田交差点）

みよし市三好町地内

モニュメント設置工　一式
　歩車道境界ブロック工　L=31.0ｍ
  地先境界ブロック工　L=38.1ｍ
　コンクリート工（t=7cm）A=59.5㎡
　図柄シール工（W6500-H10810）　1式　張芝工　A=33.8㎡
原工期　：平成30年11月30日～平成31年3月25日
変更工期：平成30年11月30日～平成31年6月28日

平成30年11月30日  ～
平成31年 3月25日

平成30年11月30日
～  令和 1年 6月28日

平成31年3月22日 有限会社岩城建設 2,808,000 2,808,000
道路管理者（名古屋国道事務所）と公安委員会の協議に時間を要し、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。

911 委託
コンピュータ
サービス

介護保険システム改修業
務委託（改元対応）　（み
よし市役所）

みよし市役所

平成31年５月１日に予定されている改元に対応するため、本市
の介護保険システムの改修をする。
【変更前工期】平成30年12月21日から平成31年3月31日まで
【変更後工期】平成30年12月21日から平成31年5月31日まで

平成30年12月21日  ～
平成31年 3月31日

平成30年12月21日
～  令和 1年 5月31日

平成31年3月26日 富士通株式会社 1,080,000 1,080,000

新元号は、平成31年４月１日に公表され、平成31年５月１日付けで改元さ
れる。本業務委託において、テスト環境での動作確認は４月中に実施でき
るが、本番環境での動作確認は５月１日以降でないとできないこと、また問
題等が発生した場合への対応を考慮し、履行期間を５月31日まで延長す
る。

910 委託
コンピュータ
サービス

総合福祉システム改修業
務委託（改元対応）（みよ
し市役所）

みよし市役所

平成31年５月１日に予定されている改元に対応するため、総合
福祉システムの改修を行う。
【変更前工期】平成30年12月21日から平成31年３月31日まで
【変更後工期】平成30年12月21日から平成31年５月31日まで

平成30年12月21日  ～
平成31年 3月31日

平成30年12月21日
～  令和 1年 5月31日

平成31年3月28日 株式会社アイネス 6,337,440 6,337,440

新元号は、平成31年４月１日に公表され、平成31年５月１日付けで改元さ
れる。本業務委託において、テスト環境での動作確認は４月中に実施でき
るが、本番環境での動作確認は５月１日以降でないとできないこと、また、
問題等が発生した場合への対応を考慮し、履行期間を５月31日まで延長
する。

320 委託
コンピュータ
サービス

税総合システム改修業務
委託（みよし市役所）

みよし市役所

(1)税総合システム端末セットアップ業務
(2)納付書発行機能制御に係る滞納管理システム改修業務
(3)情報連携システム項目追加対応システム改修業務
(4)改元に伴うシステム改修業務
≪変更前工期≫ 平成30年4月27日～平成31年3月31日
≪変更後工期≫ 平成30年4月27日～平成31年5月31日

平成30年 4月27日  ～
平成31年 3月31日

平成30年 4月27日  ～
令和 1年 5月31日

平成31年3月28日 株式会社インテック 4,918,320 4,918,320

新元号の公表について平成３０年度内を予定していたが、その後に平成３
１年５月１日の皇位継承１か月前の公表予定に変更されることから、新元
号に対応する委託業務が年度内に完了しないため平成３１年５月３１日ま
での履行期間を延長する。

993 建設工事 土木工事業
黒笹行政区里道整備工
事

みよし市黒笹町地内

工事延長L=25.1(32.1)m
　側溝工(PU3-250)L=23.3(30.8)m
　集水桝工(□500×500)N=1基
　舗装工A=21.3(35.3)㎡　無筋コンクリート取壊工V=1.5m3(-)

平成31年 2月 6日  ～
平成31年 3月28日

平成31年 2月 6日  ～
平成31年 3月28日

平成31年3月28日 半澤建設株式会社 1,274,400 1,185,840
現地精査の結果、当初予定していた施工箇所の一部が民地であったため
工事延長を減工する。また掘削したところ地中にコンクリートが埋設されて
いたため無筋コンクリート取壊工を新規計上する。


