
変更契約の内容（第1・2四半期　　平成31年4月～令和元年9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

586 工事 土木一式
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
・歩車境界ブロック工L=31.0ｍを29.7ｍに減工する。
・コンクリート工（t=7cm)A=59.5㎡をA=52.9㎡に減工する。
・張芝工A=33.8㎡をA=42.5㎡に増工する。

平成30年11月30日  ～
令和元年 6月28日

平成30年11月30日 ～
令和元年 6月28日

令和元年5月30日 有限会社　岩城建設 2,808,000 2,808,000
国道管理者及び交通管理者（警察）と協議の結果、モニュメントの形状を
変更するため、歩車ブロック工及びコンクリート工を減工し、張芝工を増工
する。

483 コンサル 建築設計
莇生住宅大規模改修（２
期）工事監理委託

みよし市役所
《変更前履行期間》　平成29年9月28日～令和元年6月28日
《変更後履行期間》　平成29年9月28日～令和元年7月5日

平成29年 9月28日  ～
令和元年 6月28日

平成29年 9月28日  ～
令和元年 7月 5日

令和元年6月7日
株式会社　松浦建築事務
所

7,236,000 7,236,000 建築工事にて工期の延長が発生したため、履行期間を7日間延長する。

531 工事 建築一式
莇生住宅大規模改修（２
期）建築工事

みよし市莇生町地内
《変更前工期》　平成29年9月28日～令和元年6月28日
《変更後工期》　平成29年9月28日～令和元年7月5日

平成29年 9月28日  ～
令和元年 6月28日

平成29年 9月28日  ～
令和元年 7月 5日

令和元年6月7日 入江建設株式会社 267,840,000 267,840,000
工事変更契約について議会の承認が必要であるため、工期を７日間延長
する。

534 工事 電気
莇生住宅大規模改修（２
期）電気工事

みよし市莇生町地内

《変更前工期》平成29年9月28日～令和元年6月28日
《変更後工期》平成29年9月28日～令和元年7月5日
・ハンドホールの設置数を3基から1基に変更する。
・新設ポンプ室横の引込コンクリート電柱を引込鋼製ポールに変
更する。
・物入の自動火災報知設備を自動試験機能付感知器に変更す
る。

平成29年 9月28日  ～
令和元年 6月28日

平成29年 9月28日  ～
令和元年 7月 5日

令和元年6月21日 宮田電工株式会社 38,880,000 37,560,240

・幹線予定位置はスペースが狭く下水配管と干渉することが判明し、経路
を変更することが困難な下水配管を優先的に施工することにより、ハンド
ホールを設置することが困難なため。
・新設ポンプ室と既存中電柱との距離が近く、コンクリート電柱を建柱する
ことが困難なため。
・物入内は住民の専有部分であり、消防設備点検の際に、住民との日程
調整が必要となってしまうため。

579 工事 管
莇生住宅大規模改修（２
期）機械工事

みよし市莇生町地内

《変更前工期》　平成29年9月28日～令和元年6月28日
《変更後工期》　平成29年9月28日～令和元年7月5日
・住戸内床下排水管を耐火二層管から耐火ビニル管に変更す
る。
・Ａ棟高架水槽への揚水管、共用給水管及び受水槽補給水管の
迂回配管をする。
・既設集会所の排水をＢ棟東側の公共桝に接続とする。
・Ｂ棟高架水槽への揚水管及び共用給水管の迂回配管をする。

平成29年 9月28日  ～
令和元年 6月28日

平成29年 9月28日  ～
令和元年 7月 5日

令和元年6月21日 株式会社　愛三工業 61,020,000 61,867,800

・住戸内の排水管を鋼管で計画していたが、床下の施工必要寸法の確保
が困難なため。
・基礎の掘削前調査において、当該基礎と干渉することが判明したため。
・集会所の排水を共用廊下の基礎を貫通する計画であったが、基礎の施
工性及び今後の維持管理を考慮するため。
・杭の施工にあたり、揚水管及び共用給水管と干渉することが分かったた
め。

531 工事 建築一式
莇生住宅大規模改修（２
期）建築工事

みよし市莇生町地内

・既設建物吹付塗材の石綿含有試験を行う。
・既設住戸の延焼ラインに掛かるサッシのガラスを網入りガラス
に変更する。
・１工区の共用廊下棟の基礎と干渉する地中埋設物の撤去を追
加する。
・３工区の杭施工範囲に表層地盤改良を行う。

平成29年 9月28日  ～
令和元年 7月 5日

平成29年 9月28日  ～
令和元年 7月 5日

令和元年7月4日 入江建設株式会社 267,840,000 267,840,000

・既存吹付塗材に石綿が含有している可能性があり、解体の際に石綿が
飛散する恐れがあるため。
・確認申請機関との協議により、延焼ラインに掛かる開口部を防火設備に
する必要があるため。
・基礎掘削時に、コンクリート排水溝が埋設されており、共用廊下棟の基礎
と干渉するため。
・既設物置を撤去したところ、杭施工範囲の地盤が軟弱であることが判明
したため。

575 工事 建築一式
（仮称）きたよし地区拠点
施設建設（建築）工事

みよし市ひばりヶ丘　地
内

・杭工事において、掘削液の配合及び堀削オーガー重機を変更
する。
・授乳スペースの出入口をアコーディオンカーテンから鍵付き
パーテーションに変更する。
・北側駐車場周りに転落防止バリカーを設置する。

平成30年 6月29日  ～
令和元年 7月31日

平成30年 6月29日  ～
令和元年 7月31日

令和元年7月30日 山旺建設株式会社 507,470,400 517,276,800

・オーガー掘削孔先端に礫が堆積し杭の挿入が困難であることが分かった
ため。
・授乳スペースの出入口をアコーディオンカーテンにて計画していたが、施
設利用の方法から鍵付きパーテーションの方が望ましいため。
・北側駐車場周りについて、隣地との高低差があり、施設利用者の安全を
考慮するため。

574 工事 電気
（仮称）きたよし地区拠点
施設建設（電気）工事

みよし市ひばりヶ丘地内
・フリーWifi設置のための配管及び配線を追加する。
・北側通用口の扉の鍵を電気錠に変更する。
・多目的便所に非常用呼出ボタンを追加する。

平成30年 6月29日  ～
令和元年 7月31日

平成30年 6月29日  ～
令和元年 7月31日

令和元年7月30日 ユタカテクノス株式会社 96,033,600 96,865,200

・施設管理者等と協議の結果、フリーWifiスポットを設置することが決定し
たため。
・施設管理者と協議の結果、施設管理の方法から通用口に電気錠を設置
することが決定したため。
・多目的便所に非常用呼出ボタンを１ヶ所設置する計画であったが、障が
い者の利用方法を考慮するため。

573 工事 管
（仮称）きたよし地区拠点
施設建設（機械）工事

みよし市ひばりヶ丘地内

・車いす用駐車場に隣接する換気扇用ベンドキャップをダンパー
付のものに変更する。
・ホール兼多目的室の換気用ダクトを延長する。
・幼児用トイレに化粧鏡を１ヶ所追加する。

平成30年 6月29日  ～
令和元年 7月31日

平成30年 6月29日  ～
令和元年 7月31日

令和元年7月30日 株式会社　川島鉄工所 102,027,600 105,878,880

・確認審査機関から、延焼ラインにかかるベンドキャップをダンパー付にす
る指示があったため。
・ホール兼多目的室の換気扇について、今後の維持管理を考慮し、機器を
集中して配置するため。
・幼児用トイレの利用を考慮するため。

317 委託
建物等各種施
設管理

公共下水道管路清掃・調
査業務委託（三好処理
区）

みよし市役所
管路清掃・調査（φ250）L=903.3m
公共桝清掃・調査　N=116(132)箇所

平成31年 4月26日  ～
令和元年 8月23日

平成31年 4月26日  ～
令和元年 8月23日

令和元年8月7日 株式会社　サンセルフ 864,000 824,040
本管カメラ調査の結果、取付管箇所数が当初想定より少なかったため、高
圧洗浄車清掃工及び取付管テレビカメラ調査工を減工する。

542 工事 土木一式
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
側溝工B300 L=59.2(64.7)㎡
街渠工 58.5(63.7)m
舗装工 A=1,132.7(1,103.4)㎡

令和元年 6月28日  ～
令和元年 9月27日

令和元年 6月28日  ～
令和元年 9月27日

令和元年8月9日 野沢建設株式会社 15,660,000 15,000,120

関係機関との調整により、当初想定していた乗り入の位置が変更になった
ため側溝工B300をL=64.7mからL=59.2mに街渠工をL=63.7mからL=58.5m
に減工し舗装工A=1,104.4㎡からA=1,1132㎡に増工する。また路床安定処
理配合試験の結果、路床安定処理工の添加量が100㎡当たり4.576tから
5.57tに変更する。

439 工事 ほ装
新屋行政区里道整備工
事

みよし市三好町地内
舗装工A=492.7(500.1)㎡
殻(アスファルトコンクリート塊)処理V=37.0(25.0)

令和元年 5月24日  ～
令和元年 8月22日

令和元年 5月24日  ～
令和元年 8月22日

令和元年8月13日 大下建設有限会社 2,268,000 2,345,760

・地元行政区と調整の結果、舗装工をA=500.1㎡からA=492.7㎡に減工す
る。
・既設舗装版の厚さが当初の想定(t=5cm)と異なっていた(t=10cm)箇所が
あったため、アスファルト処分量をV=25.0?からV=37.0?に増工する。



変更契約の内容（第1・2四半期　　平成31年4月～令和元年9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

432 工事 土木一式
高嶺行政区里道整備工
事

みよし市打越町地内

工事延長L=63.5(64.0)m
  側溝工L=62.0(63.2)m　　横断暗渠L=-(2.4)m
  集水桝工N=1(2)　基舗装工A=240.6(240.8)㎡
  コンクリート工L=16.0m(-)m

令和元年 5月24日  ～
令和元年 8月23日

令和元年 5月24日  ～
令和元年 8月23日

令和元年8月14日 有限会社　岩城建設 3,780,000 3,734,640

地元行政区と隣接者と立会したところ、民地内で排水処理することとなった
ため集水桝工A N=2基からN=1基に減工し横断暗渠工L=2.4mを廃工とす
る。また現場着手後に確認したら雨等の影響もあり民地内の岩組が崩れ
る恐れがあるため、コンクリート工 L=16.0mを新規計上する。

679 工事 土木一式
河川改良附帯工事（準用
河川茶屋川）

みよし市明知町地内
工事延長L=41(35)m
　大型土のう工N=123(140)袋　ふとんカゴA=9.6(-)㎡
　護床ブロックN=8.0(-)個

令和元年 7月 4日  ～
令和元年 9月30日

令和元年 7月 4日  ～
令和元年 9月30日

令和元年8月14日 黒柳建設株式会社 3,402,000 3,441,960

・工事発注後、雨の影響により本工事区間外において護岸が新たに損傷
したため、工事延長L=35mからL=45mに増工する。
・当初予定していた地盤が想定より安定していたため、土のう工N=140袋
からN=123袋に減工する。また仮設の落差工を設置し、安定した流速を確
保するために、ふとんカゴA=9.6㎡、護床ブロックN=8.0個を新規計上する。

550 工事 土木一式
公共下水道管渠改築工
事

みよし市三好町地内
工事延長 L=22.0(18.0)m
　汚水管布設工(φ250)　L=17.1m
　汚水管布設工(φ150)　L=4.0m( - )

令和元年 6月 7日  ～
令和元年 8月31日

令和元年 6月 7日  ～
令和元年 8月31日

令和元年8月15日 株式会社　三文 2,592,000 3,123,360
工事施工中の汚水排水経路を確保するため工事延長を延伸し、汚水管布
設工（VUφ150）を新規計上する。

204 委託
建物等各種施
設管理

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（１）に殺虫剤　リラークＤＦを追加する。
平成31年 4月26日  ～
令和 2年 3月23日

平成31年 4月26日  ～
令和 2年 3月23日

令和元年8月17日 有限会社　ガーデンテクノ 20,196,000 20,445,480
ケラの大量発生が確認されたため、液肥散布工（１）に殺虫剤リラークＤＦ
を追加し防除する。

594 工事 土木一式
街路新設改良工事(都市
計画道路青木線他1路線)

みよし市三好町地内

区画線工 L=1,287.2(1,424.0)m　視線誘導標φ300 N=5(6)箇所
視線誘導標φ300 N=5(6)箇所　路面標示工 N=36(32)箇所
置きガードレール工 L=176.0(177.0)m
道路照明灯設置工 N=1(-)基

令和元年 7月 5日  ～
令和元年 9月27日

令和元年 7月 5日  ～
令和元年 9月27日

令和元年8月21日 有限会社　多香久組 3,974,400 4,920,480

道路開通時期が明確になり取付道路を管理する隣接事業者との協議の
結果、区画線工L=1,424.0m からL=1,287.2mに減工、ガードレール工
L=176.0mからL=177.0mに増工、道路照明灯設置工N=1基 を新規計上す
る。

511 工事 土木一式
側溝整備工事(市道一色
前線)

みよし市西一色町地内

工事延長L=74.8(73.2)m
　側溝工L=65.1(67.7)m　横断暗渠工L=4.0(3.5)m
　電柱除側溝工N=1(-)箇所
　集水桝工Bの砕石基礎部分を既設基礎コンクリートに変更
　舗装工A=307.3(157.4)㎡
　区画線工L=2.0(-)m、L=11.49(-)m(文字記号)

令和元年 6月 7日  ～
令和元年 9月 6日

令和元年 6月 7日  ～
令和元年 9月 6日

令和元年8月28日 三好建設工業株式会社 3,672,000 4,406,400

・地元調整により側溝布設位置が決定し、精査した結果側溝工を減工し、
電柱除側溝工を新規計上する。また道路表面の排水機能を向上させるた
め舗装工を増工する。
・占用者との協議の結果、既存暗渠管の基礎コンクリートの取壊しをする
とガス管に影響が出ることが考えられたため、基礎コンクリートの取壊しを
止め、既存基礎コンクリートを利用して集水桝を設置する。

471 委託
コンピュータ
サービス

財務会計システム保守等
業務委託（みよし市役所）

みよし市役所
令和元年１０月１日付けで消費税率が「８％」から「１０％」に変更
することに伴い、支払条件を変更する。

平成30年 9月 7日  ～
令和 6年 9月30日

平成30年 9月 7日  ～
令和 6年 9月30日

令和元年9月2日
ジャパンシステム株式会
社

16,219,440 16,219,440
令和元年１０月１日付けで消費税率が「８％」から「１０％」に変更すること
に伴い、前期分（４～９月）の支払いを行うため。

335 コンサル 建築設計
新リサイクルステーション
建設工事設計業務委託

みよし市役所 ・雨水浸透阻害行為許可申請による現地浸透試験を追加する。
令和元年 5月 8日  ～
令和元年 9月 6日

令和元年 5月 8日  ～
令和元年 9月 6日

令和元年9月2日
株式会社　丹羽英二建築
事務所

4,104,000 4,315,680
・愛知県豊田加茂建設事務所　河川課と協議の結果、雨水浸透阻害行為
許可申請に関して、現地浸透試験の結果を用いた飽和透水係数を使用す
るため。

617 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=(3)2件
令和元年 7月19日  ～
令和元年 9月30日

令和元年 7月19日  ～
令和元年 9月30日

令和元年9月10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

926,121 744,616

・権利部に関する抵当権設定について、分筆のため消滅する必要がある
ことから、調査を実施したところ、権利者が亡くなっていることが判明した。
また、相続人の調査も実施したところ、相続人が多数となり当初予定して
いた時期に業務を完了することが困難のため、分筆測量・登記 N=3件から
N=2件に変更する。

589 工事 土木一式
道路改良工事(市道植ノ
畑八和田線)

みよし市三好町地内
舗装工A=280.0(273.4)㎡
消費税率　8%(10%)
工期　9月30日(10月31日)

令和元年 7月19日  ～
令和元年 9月30日

令和元年 7月19日  ～
令和元年 9月30日

令和元年9月11日 有限会社　岩城建設 7,865,000 7,857,000

地元行政区との調整の結果、舗装工A=273.4㎡からA=280.0㎡に増工す
る。また令和元年１０月１日付けで消費税率等が改正されるため、当初消
費税を10%で予定していたが、工事の進捗状況が速く9月末に工事施工が
完了するとのことなので、工期を10月31日から9月30日に短縮し消費税率
を10%から8%に変更する。

391 工事 土木一式
公共下水道管路更生工
事（三好処理区）

みよし市三好町地内

工事延長　L=109.0m
　管渠更生工（φ200）　L=106.3m
【変更内容】
取付管せん孔仕上工をN=4箇所からN=8箇所に増工
モルタル等除去工N=5箇所を新規計上
止水工N=1箇所を新規計上

令和元年 5月24日  ～
令和元年 9月20日

令和元年 5月24日  ～
令和元年 9月20日

令和元年9月12日 株式会社　サンセルフ 5,292,000 5,876,280

事前調査の結果、取付管箇所数が当初想定より増加したため、取付管せ
ん孔仕上工をN=4箇所からN=8箇所に増工する。また、管路清掃調査工の
結果、取付管口に付着物が5箇所、本管破損箇所からの侵入水が1箇所
あるため、モルタル等除去工N=5箇所、止水工N=1箇所を新規計上する。

637 工事 土木一式
三好公園陸上競技場国
旗掲揚塔撤去工事

みよし市三好町地内
・床堀工V=44.7m3を廃工とする。
・土砂等運搬工V=49.7m3を廃工とする。
・建設発生土処理工V=49.7m3を廃工とする。

令和元年 7月19日  ～
令和元年 9月20日

令和元年 7月19日  ～
令和元年 9月20日

令和元年9月13日 有限会社　大野建設 1,328,400 1,030,320
関連工事と調整した結果、床堀工、建設発生土処理工をそれぞれ廃工と
する。

469 委託
その他の業務
委託等

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
小学校プール循環浄化装置保守点検業務の保守点検回数の変
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

令和元年9月17日
鹿島建物総合管理株式
会社

53,460,000 53,475,291 三吉小学校の大規模改修工事に伴い、プールを一時廃止とするため。

675 工事 電気
北部小学校構内電話機
改修工事

みよし市根浦町　地内
インターホン親機内にページング機能追加基盤の組込を追加す
る。

令和元年 7月19日  ～
令和元年 9月30日

令和元年 7月19日  ～
令和元年 9月30日

令和元年9月17日 ユタカテクノス株式会社 2,959,740 3,074,760
学校との協議の結果、学校運営上で特に緊急時などには、各教室間だけ
でなく構内全域への一斉連絡手段として、インターホン子機からの全校放
送が必要と判断したため。



変更契約の内容（第1・2四半期　　平成31年4月～令和元年9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

769 備品 映像・音楽用品 音楽用教材 市内小学校
　契約対象物品の納入が改正前の消費税率等（８％）に係る取
り引きで完了したことによる、消費税額等の変更。

令和元年 8月30日  ～
令和元年11月29日

令和元年 8月30日  ～
令和元年11月29日

令和元年9月17日 楽器晴海堂株式会社 770,000 756,000

　音楽用教材（納入期限　令和元年１１月２９日）に係る消費税率等につい
て、令和元年９月１７日までに全ての納入物品の納入が完了するため、改
正後の消費税率等の「１０％」から、現行の「８％」に改正する必要がある
ため。

29 委託
コンピュータ
サービス

健康管理システム保守等
業務委託（みよし市役所、
保健センター）

保健センター 支払い条件を一括支払いから分割支払いに変更する。
平成31年 4月 1日  ～
令和 2年 3月31日

平成31年 4月 1日  ～
令和 2年 3月31日

令和元年9月20日
トーテックアメニティ株式
会社

3,153,168 3,153,168 仕様書の支払い方法に誤りがあったため。

428 工事 管
障がい者福祉センター移
転改修（機械）工事

みよし市三好町地内
・給湯配管の経路を変更する。
・空調用ドレン配管を移設する。

令和元年 6月 7日  ～
令和元年 9月30日

令和元年 6月 7日  ～
令和元年 9月30日

令和元年9月24日 有限会社　ミヨシ設備 6,858,000 7,143,120
・多目的便所のスペース確保による配管面台を撤去するため。
・既設空調ドレン配管が多目的便所の折りたたみシートと干渉するため。

427 工事 建築一式
障がい者福祉センター移
転改修（建築）工事

みよし市三好町地内 トイレ呼出ボタンをワイヤレス形から有線形に変更する。
令和元年 6月 7日  ～
令和元年 9月30日

令和元年 6月 7日  ～
令和元年 9月30日

令和元年9月24日 株式会社　種岡建設 7,117,200 7,548,120
呼出ボタンをワイヤレス形で計画していたが、事務室への呼出表示器を設
置するため。

504 工事 土木一式
ゲートボール・グラウンド
ゴルフ場整備工事

みよし市三好町地内

透水管布設工（VUφ100）L=202.0m【144.0m】
　　―　【塩ビ管布設工（VUφ150）L=8.0m】
側溝設置工（PU1-180）L=81.5m【L=104.0m】
ﾌｪﾝｽ設置工（H=800、1000）L=97.5m【（H=900　L=48.0m】
空洞ブッロク設置工（1段）L=109.1m【L=48.0m】
空洞ブロック設置工（2段）L=79.7m【154.0m】
土舗装工(緑色スクリーニングス)A=2,141.8㎡【A=2,224.8㎡】
砕石舗装　A=405.6㎡【A=432.0㎡】

令和元年 6月21日  ～
令和元年 9月30日

令和元年 6月21日  ～
令和元年 9月30日

令和元年9月24日 半澤建設株式会社 15,606,000 17,780,040
隣接する施設の計画が確定し、北側に排水することから当施設も南側か
ら北側に排水を変更することとする。また、土地改良水路接続にあたり水
路洗堀防止のため、張りコンクリート工を新規計上する。

768 備品 学校教材等 体育用教材 市内小学校、中学校

令和元年８月２９日に契約締結をした体育用教材（納入期限　令
和元年１１月２９日）に係る消費税率等について、令和元年９月２
５日で全ての納入物品の納入が完了するため、「１０％」から
「８％」に変更する。

令和元年 8月30日  ～
令和元年11月29日

令和元年 8月30日  ～
令和元年11月29日

令和元年9月25日 三好ＳＰＯＲＴＳ 666,897 654,771
体育用教材に係る消費税率等について、令和元年９月２５日までに全ての
納入物品の納入が完了することから、改正後の消費税率等の「１０％」か
ら、現行の「８％」に改正する必要があるため。

※当初工期は、今年度の初期の工期です。


