
案件番号 業務区分名 業種名 案件名 工事場所・納入場所 概要 変更契約日 企業名 変更前契約金額 変更後契約金額 変更理由

603 賃貸借 旅客業
みよし市４中学校自然教
室バス借上（愛知県美浜
少年自然の家）

みよし市役所

・三好丘中学校の実施日を９月４日、５日から１１月７日、８日に変更す
る。 
・三好中学校の中止により借り上げバスを往路５台、復路５台の延べ１
０台を取り止める。

令和3年8月6日 ～ 令和3年12月17日 令和3年8月6日 ～ 令和3年12月17日 令和3年10月12日
名古屋国際観光バス株
式会社

2,269,403 1,753,629

・三好丘中学校は、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置の対象
区域が拡大された状況を鑑み、実施日を１１月に変更する。借り上げバス
の台数に変更はない。
・三好中学校は、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が東海３県に追
加発令された状況を鑑み、日程変更を予定していたが宿泊施設等の確保
が困難なため実施を中止する。

481 コンサル 建築設計
明知保育園外壁改修工
事監理業務委託（明知保
育園）

みよし市役所
《変更前履行期間》令和３年６月２５日～令和３年１０月２９日
《変更後履行期間》令和３年６月２５日～令和３年１１月３０日

令和3年6月25日 ～ 令和3年10月29日 令和3年6月25日 ～ 令和3年11月30日 令和3年10月15日
株式会社　松浦建築事
務所　三好事務所

1,375,000 1,375,000
監理業務を行っている塗装工事にて工期の延長が発生したため、履行期
間を３２日延長する。

480 工事 塗装
明知保育園外壁改修工
事

みよし市明知町地内

・外壁の補修の範囲と個所数を以下のとおり増減する。
ひび割れ部　シール工法：90.5㎡⇒143.4㎡、欠損部（大）：2箇所⇒3箇
所、モルタル浮き一般部：0㎡⇒2.25㎡、塗膜浮き：7.6㎡⇒12.68㎡
・屋根瓦の棟部の詰めモルタル及び止め金物の補修工事を追加す
る。

令和3年6月25日 ～ 令和3年10月29日 令和3年6月25日 ～ 令和3年11月30日 令和3年10月15日
中外商工株式会社　豊
田営業所

17,600,000 19,130,100

・足場設置後の外壁の施工数量調査の結果、補修個所数及び補修範囲の
面積が確定したため、対象部分の増減を行う。
・屋根瓦の棟部で、詰めモルタルが劣化により剥がれ落ち、また止め金物
が緩んでしまっており、今後風で飛ばされるおそれがあるため、補修工事
を追加する。

549 備品
映像・音楽用
品

音楽用教材（コーラス
台、電子ピアノ）

みよし市立三好中学
校

納期限を、令和３年１１月３０日から令和４年２月１８日に変更する。 令和3年6月29日 ～ 令和3年11月30日 令和3年6月29日 ～ 令和4年2月18日 令和3年10月18日 楽器晴海堂株式会社 484,000 484,000

コーラス台「フリップフォームＦＬ－２０１ＢＬ」が、令和３年６月時点では、
メーカーのヤマハ株式会社から「令和３年１１月上旬の入荷予定」とのこと
であったが、本製品の生産国のアメリカ合衆国において、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により材料の供給が滞り、生産に要する期間が延びた
ことにより、納期の見込みが令和４年２月上旬と大幅に遅れてしまうため。

592 委託
その他の業
務委託等

選挙投票所駐車場等安
全管理業務委託（みよし
市内）

みよし市役所
みよし市長選挙に係る業務に加え、愛知県議会議員補欠選挙に係る
同業務を追加して行う。ただし、配置人数及び業務内容に変更はな
い。

令和3年7月21日 ～ 令和3年11月30日 令和3年7月21日 ～ 令和3年11月30日 令和3年10月19日 大成株式会社 693,000 693,000
みよし市長選挙に係る業務に加え、愛知県議会議員補欠選挙に係る同業
務を追加して行うため変更する。

367 コンサル 建築設計
みよし市民病院病棟トイ
レ改修工事設計業務委
託

みよし市民病院
《変更前工期》令和3年5月18日～令和3年10月29日 
《変更後工期》令和3年5月18日～令和4年3月11日

令和3年5月18日 令和3年10月29日 令和3年5月18日 令和4年3月11日 令和3年10月20日
株式会社　松浦建築事
務所　三好事務所

2,860,000 2,860,000 トイレの計画案について、内部の調整に時間を要するため。

669 工事 土木一式
公共下水道汚水・雨水マ
ンホール改築工事（三好
処理区）

みよし市三好町地内

殻処理量　Ｖ＝４．８（２．４）㎥
調整リングＨ＝５０㎜　N＝１（６）個
調整リングＨ＝１５０㎜　N＝１（２）個
交通誘導員　Ｎ＝２１（１８）人

令和3年8月27日 ～ 令和3年11月29日 令和3年8月27日 ～ 令和3年11月29日 令和3年10月22日 有限会社　岩城建設 3,465,000 3,551,900

舗装厚ｔ＝５㎝がｔ＝１０㎝であったことから、殻処理量をＶ＝２．４㎥からＶ
＝４．８㎥へ増工する。既設コンクリートを撤去したところ、当初想定してい
た組み合わせとは異なっていたため、調整リングＨ＝５０㎜をＮ＝６個から
Ｎ＝１個、Ｈ＝１５０㎜をN＝２個からN＝１個へ減工する。交通誘導員を出
来形に合わせてＮ＝１８人からＮ＝２１人へ増工する。

396 コンサル 建築設計
拠点防災備蓄倉庫建設
工事設計業務委託

みよし市役所

・地質調査業務において、標準貫入試験及びボーリング調査（深さ
10m）を1箇所追加で実施する。
・≪変更前工期≫令和3年5月25日～令和3年12月10日
　≪変更後工期≫令和3年5月25日～令和4年1月14日

令和3年5月25日 ～ 令和3年12月10日 令和3年5月25日 ～ 令和4年1月14日 令和3年10月27日
合資会社　ケイデザイ
ン一級建築士事務所

5,610,000 5,926,800

・計画する床面積の増加により、増加分の建物基礎を検討する必要がある
ため、地質調査業務における標準貫入試験及びボーリング調査（深さ
10m）を1箇所追加で実施する。
・建物平面計画の決定について、内部の調整に時間を要するため履行期
間を延長する。

281 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 履行期間延長　32日間 令和3年4月16日 ～ 令和3年10月29日 令和3年4月16日 ～ 令和3年11月30日 令和3年10月28日
株式会社　インテック
行政システム事業本部
中部公共営業部

1,540,000 1,540,000
当初予定していたスマホ決済の導入日が12月1日に延期し、11月中に検証
作業を実施する必要が生じたため、履行期間を延長する。

390 工事 ほ装
舗装修繕工事(市道東山
台弥栄線)

みよし市東山台地内
ほか

工事延長　L=435.0m 
舗装工　A=3,770.7(3,859.5)㎡

令和元年6月4日 ～ 令和3年11月12日 令和元年6月4日 ～ 令和3年11月12日 令和3年10月29日 株式会社　成瀬組 36,953,400 37,957,700

施工業者による現地詳細測量の結果、測量誤差が生じたため、また、近接
工事と工事施工範囲について調整を行った結果、円滑に工事を進めるた
め舗装工を減工する。舗装版撤去において、当初は既設舗装厚を50mmと
して見込み、取壊しの設計計上をしていたが、取り壊したところ、平均で
90mmであったため取壊し厚を変更し処分量等を増工する。

500 委託 運搬・保管等

新型コロナウイルスワク
チン等緊急配送業務委
託（おかよし交流セン
ターほか）

保健センター
11月以降の土日配送を停止し、土日の配送日数を240日から180日に
減らす。 令和元年5月25日 ～ 令和3年12月31日 令和元年5月25日 ～ 令和3年12月31日 令和3年10月30日 ヤマト運輸株式会社 47,322,000 44,662,200

市が実施する集団接種を10月で終了することに伴い、集団接種向けの土
日の配送日数を減らすため。

627 委託
その他の業
務委託等

選挙期日前投票受付業
務委託（みよし市役所）

みよし市役所

業務日時を「令和3年11月15日から20日まで」から「令和3年11月13日
から20日まで」に変更する。勤務人数を「常に平日は5人以上、土曜日
は6人以上」から「常に6人以上、令和3年11月20日は7人以上」に変更
する。説明会参加人数を「10人」から「19人」に変更する。

令和元年8月6日 ～ 令和3年11月30日 令和元年8月6日 ～ 令和3年11月30日 令和3年11月1日
テルウェル西日本株式
会社　＿

709,544 1,146,112
みよし市長選挙に係る業務に加え、愛知県議会議員補欠選挙に係る同業
務を行うため、業務日時及び勤務人数を変更する。

625 委託
その他の業
務委託等

選挙公報配布業務委託
（みよし市内）

みよし市役所
みよし市長選挙に係る選挙公報の配布に加え、愛知県議会議員補欠
選挙に係る選挙公報の配布を業務内容に追加する。

令和3年8月6日 ～ 令和3年11月30日 令和3年8月6日 ～ 令和3年11月30日 令和3年11月1日
株式会社　中日総合
サービス　豊田営業所

1,432,860 2,150,720
みよし市長選挙に係る業務に加え、愛知県議会議員補欠選挙に係る同業
務を追加して行うため変更する。

414 工事 建築一式
北井山公園トイレ整備工
事

みよし市三好丘地内

汚水桝N=3基をN=5基に増工する 
平板舗装A=301.2㎡をA=280.0㎡に減工する 
インターロッキング舗装撤去A=398.1㎡をA=402.8㎡に増工する 
インターロッキング舗装設置A=132.1㎡をA=135.6㎡に増工する 
コンクリート縁石L=53.1mをL=101.3mに増工する

令和3年6月4日 ～ 令和3年12月24日 令和3年6月4日 ～ 令和3年12月24日 令和3年11月1日 野沢建設株式会社 37,290,000 37,508,900

・本工事発注後の試掘により、既設のコンクリート基礎が確認されたため、
下水管の埋設位置を変更する。・現地の平板舗装の位置と図面との不一
致が確認されたため、現地状況に合わせ平板舗装を減工する。・既設イン
ターロッキングとの現場取り合いのため、インターロッキング舗装の撤去・
設置範囲を変更しコンクリート縁石を新規計上する。

276 委託
その他の業
務委託等

衆議院議員総選挙公報
等配布業務委託（みよし
市内）

みよし市役所
当初予定していた選挙公報の配布数である26000部から、実績に合わ
せて配布数を25143部に変更する。

令和3年4月23日 ～ 令和3年12月28日 令和3年4月23日 ～ 令和3年12月28日 令和3年11月1日
株式会社　中日総合
サービス　豊田営業所

1,575,860 1,523,916
当初予定していた選挙公報の配布数から、実績に合わせて配布数を減ら
すため変更する。

263 工事 電気
みよし市民病院無停電
電源設備等改修工事

みよし市三好町　地
内

・１階医局室内に照明器具及びコンセントを追加する。 令和3年5月12日 令和3年11月26日 令和3年5月12日 令和3年11月26日 令和3年11月25日 ユタカテクノス株式会社 49,549,500 51,637,300
別途医局室改修工事に伴い間仕切り壁の位置が変更となったことにより、
照明器具及びコンセントを増設する必要が生じたため、増設する。

当初履行期間 変更後工期

変更契約の内容（第3・4四半期　令和3(2021)年10月～令和4(2022)年3月　変更契約締結分）



261 工事 管
みよし市民病院空調機
等改修（４期）工事

みよし市三好町　地
内

・１階医局室の空調室内機を天井カセット形（２方向吹出）９台から天井
吊形（４方向吹出）４台に変更し、既設換気扇の給気ダクト（吹出し口
共）を追加する。

令和3年5月12日 令和3年11月26日 令和3年5月12日 令和3年11月26日 令和3年11月25日 株式会社　愛三工業 36,850,000 38,530,800

別途医局改修工事に伴い間仕切り壁の位置が変更となったことにより、空
調室内機の配置及び台数を変更する必要が生じたため。また、現場調査
の結果、既設天井内換気扇の給気ダクトが既設空調機に接続されていた
が、更新後の機器には給気ダクトを接続できないため。

650 委託
コンピュータ
サービス

あいち電子調達共同シ
ステム(CALS/EC)希望
業種変更対応改修業務
委託（みよし市役所）

みよし市役所 履行期間を35日間延長する。 令和3年9月3日 ～ 令和3年12月24日 令和3年9月3日 ～ 令和4年1月28日 令和3年11月30日
富士通Ｊａｐａｎ株式会
社　東海支社

644,600 644,600

本番環境適用前の協議の結果、テスト状況の確認に不測の日数を要する
ため、確認後のシステムの本番環境への出荷時期が当初予定より遅くな
ることがわかった。また、財務会計システムとの動作確認も必要であるた
め、工期を財務会計システムの改修委託の履行期間と合わせ、令和4年1
月28日まで延長する。

115 委託
医療・理化
学・計測機器

キャノン放射線機器保守
業務委託（みよし市民病
院）

みよし市民病院
令和４年１月から3月までのＸ線コンピュータ断層システム（ＣＴ）の保守
費用を減額する。

令和3年4月1日 令和4年3月31日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 令和3年12月6日
キヤノンメディカルシス
テムズ株式会社　三河
支店

23,580,480 20,109,210
令和4年1月　Ｘ線コンピュータ断層システム（ＣＴ）の更新により１月から３月
までの３か月間の保守費用が不要となったため。

246 コンサル
建設コンサ
ル（河川・砂
防・海岸）

洪水ハザードマップ作成
業務委託（みよし市）

みよし市役所
・想定最大規模と計画規模の小学校区毎のマップの作成を追加 
・本契約に係るデータのGISデータの作成を追加 
・履行期間の延期

令和3年4月23日 ～ 令和3年12月28日 令和3年4月23日 ～ 令和4年1月31日 令和3年12月6日
玉野総合コンサルタント
株式会社

3,217,500 4,252,556

熱海をはじめ、昨今の災害状況を鑑み、現在作成しているデータを活用
し、大雨を起因とする災害の総合的な情報が得られる詳細な図面データの
追加作成を行う必要が発生しており、また、都市計画等まちづくりのための
参考として広く庁舎内で利用できるようにするため、業務の追加及び履行
期間の延長を行う。

35 委託 旅客業
市長登退庁時送迎業務
委託（みよし市役所他）

みよし市役所
12月8日から新市長へ交代するため、「市長自宅場所」と「区間距離」
を変更する。

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和3年12月7日
愛知つばめ交通株式会
社

650,014 662,834 市長交代に伴い、区間距離が変更するため。

548 工事 建築一式
莇生住宅集会所改修工
事

みよし市莇生町　地
内

・腐食部分の軒先の野地板を張り替える。 
・玄関戸が収まるよう、外壁のALCを一部張り替える。

令和3年7月27日 ～ 令和4年1月31日 令和3年7月27日 ～ 令和4年1月31日 令和3年12月8日 加藤建設株式会社 12,375,000 12,652,200

・カラーベストを撤去したところ、軒先の野地板が腐食していたため、腐食
部分を張り替える。
・玄関戸が設計通りのサイズだと収まらないことが判明した。既設ドア枠を
残して施工するカバー工法を検討したが、有効幅員を確保できないことが
分かった。有効幅員を確保するため、玄関まわりのALCを一部撤去し、張
替えることとする。

779 備品
文房具・事務
用機器

物置（一般型） みどり保育園
メーカー生産の遅れにより納期が遅れてしまうため、納期を延長する。
変更前納期：令和3年12月20日
変更後納期：令和4年1月31日

令和3年11月19日 ～ 令和3年12月20日 令和3年11月19日 ～ 令和4年1月31日 令和3年12月9日 株式会社はや志商会 372,240 372,240 物置メーカー側の生産の遅れにより、当初見込みより納期が遅れるため。

589 工事 建築一式
カリヨンハウス２階改修
（建築）工事

みよし市三好丘　地
内

・床高をH50からH100に変更しスロープ施工工事を追加する。 
・ブライインドボックス取付け工事をフィルム貼り工事に変更する。

令和3年8月6日 ～ 令和4年2月10日 令和3年8月6日 ～ 令和4年2月10日 令和3年12月17日 有限会社　伊藤組 13,574,000 14,252,700

・既設床を撤去したところ、旧給排水管が露出しており、当初設計で予定し
ていた床高H50では、給排水管と床が干渉するため、床高をH100に変更
し、スロープ施工工事を追加する。
・既設天井を撤去したところ、北面サッシ上に既設RC柱、躯体貼りがあり、
ブラインドボックスが設置できない状況であったため、取付け工事をフィル
ム貼り工事に変更する。

473 工事 土木一式
三好中部２号公園整備
工事

みよし市三好町地内
平板舗装A　A=7.8㎡（7.0㎡）　平板舗装B　A=6.7㎡（8.0㎡） 
車止めA　N=2基　車止めB　N=5基（3基） 
フェンス　L=48.7m（42.4m）

令和3年6月11日 ～ 令和4年3月18日 令和3年6月11日 ～ 令和4年3月18日 令和3年12月17日
三好建設工業株式会
社

2,585,000 3,009,600
近接工事である都市計画道路平池天王台線の道路改良工事と調整した結
果、本公園と高低差が生じることが判明したため、公園施設の施工延長を
変更する。また、法面部においては緑化推進のため張芝を新規計上する。

503 工事 建築一式 高嶺分団詰所新築工事
みよし市三好丘緑地
内

既設雨水管が今回工事の汚水配管と同レベルにあり、干渉することが
判明したため、既設雨水管を現状より200mm下げることとする。

令和3年7月2日 ～ 令和4年1月21日 令和3年7月2日 ～ 令和4年1月21日 令和3年12月20日 野沢建設株式会社 24,200,000 24,350,700
汚水配管を接続するため掘削したところ、既設雨水管が今回工事の汚水
配管と同レベルにあり、干渉することが判明し、既設雨水管を現状より
200mm下げる必要があるため、増工する。

324 委託
建物等各種
施設管理

みよし市友好の森木材
利用及び木製玩具作成
業務委託（みよし市友好
の森）

みよし市役所
履行期間の延長 
履行完了日を令和4年1月31日から令和4年3月25日に変更する。

令和3年5月14日 ～ 令和4年1月31日 令和3年5月14日 ～ 令和4年3月25日 令和4年1月5日 　木曽森林組合 787,050 787,050
天候不順のため森林に入ることができず、木材の選木・搬出作業が計画よ
り遅れたため、履行期間を延長する。 

599 工事 建築一式
旧障がい者福祉センター
改修（建築）工事

みよし市三好町地内

・外壁の補修箇所数及び補修範囲の面積が確定したため、対象部分
の増減を行う。 
・ボイラー室の壁のコンクリートブロック積を撤去し、軽量鉄骨壁下地で
壁を新設する。

令和3年8月6日 ～ 令和4年2月10日 令和3年8月6日 ～ 令和4年3月25日 令和4年1月6日 有限会社　伊藤組 31,783,070 33,970,200

・足場設置後の外壁施工数量調査の結果、補修箇所数及び補修範囲の面
積が確定したため、対象部分の増減を行う。
・ボイラー室において、当初は換気扇のダクトを壁から抜く予定であった
が、ダクトを通すためにコンクリートブロック積を撤去する必要があるため、
撤去し、軽量鉄骨壁下地で壁を新設する。

593 工事 電気
旧障がい者福祉センター
改修（電気）工事

みよし市三好町地内 １階活動室・玄関ホール及び２階廊下の照明器具をＬＥＤに変更する。 令和3年8月6日 ～ 令和4年2月10日 令和3年8月6日 ～ 令和4年3月25日 令和4年1月6日
石黒電気工事有限会
社

4,720,980 5,138,100
１階活動室・玄関ホール及び２階廊下の照明器具について、バッテリー切
れによる照明不点灯箇所があり、器具自体が壊れた時に製品が古く交換
部品がないため、今回工事で照明器具をＬＥＤに変更する。

333 コンサル 建築設計
総合体育館大規模改修
（１３期）工事設計業務委
託

みよし市役所
変更前履行期間　令和３年５月７日から令和４年２月２５日まで 
変更後履行期間　令和３年５月７日から令和４年３月１８日まで

令和3年5月7日 ～ 令和4年2月25日 令和3年5月7日 ～ 令和4年3月18日 令和4年1月6日
株式会社　宇野総合計
画事務所

6,710,000.0 6,710,000.0
総合体育館大規模改修（１３期）工事の工期を令和４年度及び令和５年度
にわけることに伴い、図面変更に期間を要するため工期延長する。

工事 土木一式
歩道築造工事（市道上ヶ
池東谷線）

みよし市明知町地内
履行期間　令和３年９月１７日から令和４年１月２０日までを令和３年９
月１７日から令和４年３月１８日までに変更する。

令和3年9月17日 ～ 令和4年1月20日 令和3年9月17日 ～ 令和4年3月18日 令和4年1月7日 有限会社多香久組 418,000,000 41,800,000
歩道築造するにあたり支障となる電柱の移設に遅れが生じ、本工事の工
程の見直しが必要となったため、履行期間を57日間延長する。

446 コンサル 建築設計
天王小学校普通教室棟
建設工事及び職員室増
築工事設計業務委託

みよし市役所 　アスベスト含有調査を追加する。 令和3年6月1日 ～ 令和4年2月28日 令和3年6月1日 ～ 令和4年2月28日 令和4年1月11日 株式会社　青島設計 20,350,000 20,428,100
　過年度工事図面と現地の目視による確認では、管理棟外壁にアスベスト
が含まれるか判断ができず、職員室増築に伴う既設壁面解体について設
計内容が定まらないため。

747 工事 建築一式
子育て総合支援センター
外壁等改修工事

みよし市西陣取山
地内

外壁タイル欠損部の取替え枚数を88枚から170枚に変更する。 令和3年11月12日 ～ 令和4年3月15日 令和3年11月12日 ～ 令和4年3月15日 令和4年1月14日 加藤建設株式会社 21,780,000 22,277,200
足場設置後の外壁施工数量調査の結果、外壁タイル欠損部の取替え枚数
が確定したため、タイル欠損部の取替え枚数を88枚から170枚に変更す
る。

267 工事 土木一式
調整池築造工事（三好中
島地区計画２号調整池）

みよし市三好町地内 鋼矢板圧入工法の変更、事前及び事後調査の新規計上 令和3年7月2日 ～ 令和5年3月27日 令和3年7月2日 ～ 令和5年3月27日 令和4年1月14日 野沢建設株式会社 623,700,000 649,119,900

鋼矢板圧入を行ったところ、想定よりも地盤が硬質であったため、鋼矢板
圧入工法を変更する。
また、工事施工による周辺建物への影響がないことを確認するため、事前
及び事後調査を新規計上する。



670 工事 土木一式
視覚障がい者誘導用ブ
ロック設置工事(市道三
好丘線ほか)

みよし市三好丘地内
ほか

工事延長L=1169.3m(1146.5m) 
視覚障がい者誘導用ブロック設置工　歩道部　L=873.2m(862.7m) 
視覚障がい者誘導用ブロック設置工　乗入部　L=21.0m(20.6m) 
視覚障がい者誘導用ブロック設置工　ILB部　L=211.0m(198.7m) 
視覚障がい者誘導用ブロック設置工　橋面部、レンガ部
L=64.1m(64.5m)

令和3年9月17日 ～ 令和4年1月28日 令和3年9月17日 ～ 令和4年1月28日 令和4年1月17日 半澤建設株式会社 15,730,000 16,102,900

・本工事前に現地測量を行った結果、当初設計との測量誤差が生じたため
数量の変更を行う。
・信号交差点部、乗り入れ部分の施工を行う際、歩道利用者の安全性を確
保するため交通誘導員の増工を行う。

607 工事 土木一式
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

都市型側溝工　L=20.3(21.3)m
都市型側溝用街渠桝工　N=2箇所
歩道舗装工　A=78.4(85.3)㎡
車道舗装工　A=48.7(36.8)㎡
ガードパイプ設置工　L=20.0(18.0)m

令和3年8月27日 ～ 令和4年2月10日 令和3年8月27日 ～ 令和4年2月10日 令和4年1月17日 有限会社　岩城建設 7,700,000 7,992,600

施工業者による現地詳細測量の結果、測量誤差が生じたため、都市型側
溝工ならびに歩道舗装工を減工する。また、既設舗装と新設街渠との間に
段差が生じる部分において、道路利用者の安全を確保すべく、車道舗装工
を増工する。

494 工事 土木一式
橋梁修繕工事（地念古
橋）

みよし市根浦町地内

工事延長　L=56.30m 
橋梁塗装工　一式 
舗装打換え工　一式 
ひび割れ補修工　一式 
表面保護工　一式、剥落防止工　一式

令和3年7月2日 ～ 令和4年1月26日 令和3年7月2日 ～ 令和4年1月26日 令和4年1月17日
株式会社　イヤマトータ
ルブリッジサポート

53,350,000 54,982,400

受注者による事前調査の結果、塗装工について予防保全の観点から塗装
範囲を増工する。舗装打ち換え工について、より防水性を高めるため改質
Ⅲ型ーWアスファルトに変更する。ひび割れ補修について、鋼材保護や防
水対策のためひび割れ補修工を増工する。高速道路管理者との協議の結
果、高速道路の交通規制における保安設備を変更する。

52 委託
建物等各種
施設管理

三好公園総合体育館等
設備管理業務委託（三好
公園総合体育館　他６施
設）

三好公園総合体育館

ア　総合体育館大規模改修による業務回数の変更 
　　アリーナ床清掃　８回→６回 
　　卓球場床清掃　１１回→９回 
イ　配管詰まりによる緊急配管洗浄 
　　シャワー室系統排水管洗浄作業　０回→１回

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和4年1月18日 サンエイ株式会社 13,607,000 13,585,661

総合体育館大規模改修により、当初見込んでいた回数が実施できないた
め、アリーナ床清掃を８回から６回、卓球場床清掃を１１回から９回に変更
する。 
また、シャワー室系統配管につまりが生じたため、緊急的に配管清浄を１
回行う。

862 委託
その他の業
務委託等

新型コロナウイルスワク
チン追加接種事務業務
委託（保健センター）

保健センター

コールセンター業務の人員を２月２０日まで常時１２人、２月２１日から
常時１８人としていたものを、１月２５日までは常時１２人、１月２６日か
らは常時１８人に変更設置・運用業務の削除及びコールセンター業務
の人員配置数の追加

令和3年12月24日 ～ 令和4年3月31日 令和3年12月24日 ～ 令和4年3月31日 令和4年1月20日
株式会社　エヌ・ティ・
ティマーケティングアク
ト　＿

52,075,100 52,075,100
新型コロナウイルスワクチン追加接種が当初予定より早まったため、接種
会場設置・運用業務の削除及びコールセンター業務の人員配置数の追加
をする。

559 工事 土木一式
歩道築造工事(市道明知
福田線)

みよし市福田町地内
ほか

工事延長　L=650.3m 
歩道舗装工　A=304.8(376.4)㎡ 
乗入舗装工A型　A=57.0(58.6)㎡ 
防護柵工　L=212.8(217.5)m

令和3年7月27日 ～ 令和4年1月28日 令和3年7月27日 ～ 令和4年1月28日 令和4年1月20日 野沢建設株式会社 17,204,000 19,092,700

隣接地権者と調整を行った結果、乗入舗装工B型及び乗入舗装工C型を新
規計上し、防護柵工を減工する。また、本工事施工前に受注者による試掘
を行った結果、事前に埋設物管理者に確認していた位置よりも既埋設管が
浅く、当初計画していた400×400×H700の基礎ブロックでは防護柵工が
施工できないと判明したため、400×1000×H500の基礎ブロックに変更す
る。

721 工事 塗装
安全のみどり線設置工
事（市道大坪線外）

市内全域 カラー舗装工　A=226.4㎡からA=224.97㎡に減工する。 令和3年10月15日 ～ 令和4年1月28日 令和3年10月15日 ～ 令和4年1月28日 令和4年1月21日 有限会社　柴田組 2,530,000 2,516,800
本工事施工前に行われた現地測量の結果、当初設計との測量誤差が生じ
たため、数量の変更を行う。

225 委託 検査・測定
水質測定調査業務委託
（みよし市内）

みよし市役所

事業所排水水質測定調査
　調査地点　１地点変更（数量増減なし）
《変更前調査時期》令和３年１２月から令和４年１月までに１回
《変更後調査時期》令和３年１２月から令和４年３月までに１回

令和3年4月23日 ～ 令和4年3月23日 令和3年4月23日 ～ 令和4年3月23日 令和4年1月21日 藤吉工業株式会社 2,178,000 2,178,000
事業所排水水質測定調査について、事業所都合により水質調査測定が１
地点実施できなかったため、調査地点及び調査時期の変更をする。

319 委託
建物等各種
施設管理

草刈業務委託（幹線水
路・調整池）（三好雨水
幹線他１８箇所）

みよし市役所
軽剪定　Ｎ＝９２（６２）本 
【変更内容】刈草処分量を３３．７tから３４．９tに変更する。

令和3年4月28日 ～ 令和4年2月4日 令和3年4月28日 ～ 令和4年2月4日 令和4年1月24日
木戸造園土木株式会
社

11,110,000 11,276,100
樹木が想定より成長し通行に支障が生じているため、軽剪定を増工する。
また、刈草処分量を実績値に合わせて３３．７tから３４．９tに変更する。

594 工事 管
旧障がい者福祉センター
改修（機械）工事

みよし市三好町地内
【変更前工期】令和３年８月６日から令和４年２月１０日 
【変更後工期】令和３年８月６日から令和４年３月２５日

令和3年8月6日 ～ 令和4年2月10日 令和3年8月6日 ～ 令和4年3月25日 令和4年1月28日 ユタカテクノス株式会社 16,673,800 16,673,800

旧障がい者福祉センター改修（建築）工事において、コロナウイルス感染症
の影響で海外の半導体を製作する会社が停止しており、２階調理室のIHコ
ンロの納入が送れることが判明したため、工期末を令和４年３月２５日まで
延長する。

717 工事 土木一式
農業集落排水管路更生
工事（福田処理区）

みよし市福田町地内

工事延長Ｌ＝２３７．８２ｍ、管渠更生工（φ２００）Ｌ＝２３２．４２ｍ
【変更内容】
取付管せん孔仕上工（φ２００）をＮ＝７箇所からＮ＝８箇所に増工
モルタル等除去工（φ２００）Ｎ＝２箇所を新規計上、ＦＲＰ内面補修工
（φ２００）Ｎ＝１箇所を新規計上、交通誘導警備員をＮ＝３４人からＮ
＝３７人に変更

令和3年10月29日 ～ 令和4年3月7日 令和3年10月29日 ～ 令和4年3月7日 令和4年1月31日 株式会社　サンセルフ 13,728,000 14,460,600

事前調査の結果、台帳に記載のない取付管が１箇所判明したため、取付
管せん孔仕上工を増工する。また、事前調査の際、取付管の突き出しやモ
ルタルの付着、本管破損箇所からの侵入水があり、更生工の支障となるた
め、モルタル等除去工及びＦＲＰ内面補修工を新規計上する。交通誘導警
備員を実績に合わせて変更する。

239 工事 建築一式
三吉小学校大規模改修
（２期）建築工事

みよし市三好町　地
内

①【管理棟１～３階】教室と廊下間の間仕切壁の改修方法について、
壁仕上げの部分撤去新設及び塗装改修から、壁仕上げの全撤去新
設及び壁下地の補強と新設に変更する。②【管理棟２～３階 階段室】
アルミ建具について、建具調整からカバー工法改修に変更する。③
【グラウンド】地中障害物撤去処分を追加する。　等

令和3年5月14日 ～ 令和4年2月28日 令和3年5月14日 ～ 令和4年2月28日 令和4年1月31日
栗本建設工業株式会
社　名古屋支店

325,968,500 357,142,500

①壁仕上げ撤去後に下地を調査した結果、下地が著しく劣化していること
が判明し、下地補強・新設が必要となったため変更する。②調査の結果、
開閉に支障があり、建具調整だけでは対応が不可だったため変更する。③
グラウンド改修工事の際に、地中からコンクリートガラが出土し、工事の妨
げとなったため撤去処分を追加する。

867 委託 運搬・保管等

新型コロナウイルスワク
チン追加接種等緊急配
送業務委託（みよし市配
送センター）

保健センター

・みよし市配送センター内にモデルナ社製ワクチン・ファイザー社製小
児用ワクチンの必要備品管理場所を設ける。
・両ワクチン及び必要備品の管理業務を追加する。
・両ワクチン及び必要備品の配送業務を追加する。
・モデルナ社製ワクチン専用のディープフリーザーの管理業務を追加
する。

令和3年12月24日 ～ 令和4年3月31日 令和3年12月24日 ～ 令和4年3月31日 令和4年2月1日 ヤマト運輸株式会社 16,335,330 23,887,930

みよし市で実施する集団接種及び個別接種業務において、新たに武田/モ
デルナ社製ワクチン及びファイザー社製小児用ワクチンを使用することとな
り、両ワクチンの保管・管理・配送業務を追加しなければならないため。現
行契約においてファイザー社製ワクチンを配送している車両、人員を活用
し、同時配送を行うなど、現行契約と分離して発注することが困難であるた
め。

381 工事 土木一式
公共下水道圧送管布設
工事（三好処理区）

みよし市三好丘地内

工事延長Ｌ＝５５６．２ｍ（６００．０ｍ） 
圧送管布設工（ＰＥφ１５０）Ｌ＝５５５．７ｍ（５９９．６ｍ） 
仕切弁設置工Ｎ＝２基 
ステンレス配管工（ＳＵＳ３０４　１５０Ａ）Ｎ＝１式（－）

令和3年5月28日 ～ 令和4年2月28日 令和3年5月28日 ～ 令和4年2月28日 令和4年2月1日 株式会社　三文 44,000,000 47,913,800

三好ヶ丘第２中継ポンプ場内の配管について、想定より腐食が進行し破損
の恐れがあるため、ステンレス配管工を新規計上する。試掘調査並びに立
会の結果、想定より既存埋設物との離隔があり、新設管布設の支障となら
ず工事延長を減らすことが可能となったため、工事延長を減工する。舗装
の復旧範囲について、道路管理者と協議した結果、舗装本復旧工を増工
する。

626 工事 土木一式
側溝整備工事(市道三吉
小学校１号線)

みよし市三好町地内

工事延長　L=56.0(51.5)m 
側溝工(PU3-300A)　L=85.5(82.3)m 
側溝工(蓋一体型側溝300A)　L=12.0m 
舗装工　A=176.5(130.3)㎡

令和3年8月27日 ～ 令和4年3月18日 令和3年8月27日 ～ 令和4年3月18日 令和4年2月3日 有限会社　多香久組 8,305,000 9,263,100

受注業者による事前調査の結果、既設の排水管が関連工事にて撤去予定
のマンホールに接続されていることが判明したため、集水桝工及び取付管
工を新規計上する。また、関連工事にて本工事施工範囲に隣接している交
差点内を施工するため、周辺企業への影響や事業の進捗状況を考慮し、
同調施工すべく側溝工及び舗装工を増工する。



743 工事 土木一式
河川維持工事（準用河川
砂後川）

みよし市三好町地内

工事延長　L=235.0（229.2）m
表層工（再生密粒度As,t=5cm） A=378.3m2
転落防止柵（H=1.1m） L=152.0(153.2)m
ガードレール工(Gr-C-2B) L=83.0(76.2)m
地先境界ブロック工　L=132.1m

令和3年11月12日 ～ 令和4年2月18日 令和3年11月12日 ～ 令和4年2月18日 令和4年2月4日 野沢建設株式会社 9,570,000 9,718,500
既設ガードレール支柱の経年劣化及び腐食が著しいため、防護柵撤去工
を新規計上し防護柵工を増工する。

1103 委託
その他の業
務委託等

住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金
事務等業務委託（みよし
市役所）

みよし市役所 ２人の業務従事者を２月７日から３月１０日までの間、３人とする。 令和4年1月17日 ～ 令和4年3月31日 令和4年1月17日 ～ 令和4年3月31日 令和4年2月6日
株式会社　日本旅行
愛知東支店

2,369,664 2,886,576

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務等業務委託仕様書「５
業務人数」の業務期間中は、原則２人の業務従事者が勤務をしていること
とあるが、給付金申請に対する来庁者が予想より多いため、業務従事者を
増員する。

工事 土木一式
歩道築造工事(市道山ノ
間小林線)

みよし市打越町地内
履行期間　令和３年８月２７日から令和４年２月１０日までを令和３年８
月２７日から令和４年３月１８日までに変更する。

令和3年8月27日 ～ 令和4年2月10日 令和3年8月27日 ～ 令和4年3月18日 令和4年2月7日 有限会社岩城建設 57,200,000 57,200,000
照明灯Ｎ=２基について、新型コロナウイルス感染症拡大により納品が遅れ
ているため、履行期間を３６日間延長する。

346 委託
その他の業
務委託等

病院経営改善指導業務
委託（みよし市民病院）

みよし市民病院
改革プランの改定に向けた協議の指導・助言及びプラン文案の作成
業務に係る費用について減額を行う。

令和3年5月14日 ～ 令和4年3月31日 令和3年5月14日 ～ 令和4年3月31日 令和4年2月8日
　有限責任監査法人
トーマツ　名古屋事務
所

7,876,000 6,820,000

総務省が新たに示すガイドラインに基づき、現行の「みよし市民病院改革
プラン2021」の改定を予定していたが、総務省のガイドライン発出が遅れた
ことにより、履行期間内での当該改革プランの改定業務ができなくなったた
め。

292 コンサル
補償コンサ
ル（物件調
査）

物件移転補償調査積算
業務委託（市道大沢寺ノ
前線）

みよし市役所

木造建物調査　6棟、非木造建物調査　9(7)棟、機械設備調査　1事業
所、---（生産設備調査　2設備）、附帯工作物調査［住宅・農家敷地］
10(7)戸---（附帯工作物調査［独立工作物］　1箇所）、居住者調査
6(3)世帯
動産調査［一般住宅・店舗］　5戸、動産調査（倉庫）　5(6)事業所、営業
調査　3(2)事業所
消費税等調査　4(2)事業所、残地内工法検討　1権利者、その他通損
算定［移転雑費］　13(9)世帯

令和3年4月28日 ～ 令和4年3月4日 令和3年4月28日 ～ 令和4年3月4日 令和4年2月8日
玉野総合コンサルタント
株式会社

14,080,000 14,116,300
発注後に行った建物・附属工作物の現地調査や建物所有者等に利用状況
調査を行った結果、調査対象の各数量を変更する。

349 コンサル
建設コンサ
ル（造園）

福谷公園基本設計業務
委託（福谷公園）

みよし市役所

公園基本設計 A=3.9ha　　　　路線測量 L=0.34km 
雨水流出抑制対策検討 N=1式　(-)道路予備設計 L=0.4km 
3級基準点測量 N=2点　　　　 (-)砂防指定地内行為事前協議 N=1式 
4級基準点測量 N=25点　　　　(-)雨水浸透阻害行為事前協議 N=1式 
現地測量 A=(0.039)0.046km2

令和3年5月14日 ～ 令和4年3月18日 令和3年5月14日 ～ 令和4年3月18日 令和4年2月9日
玉野総合コンサルタント
株式会社

17,270,000 18,725,300

・公園へのアクセス道路について、現道の道幅は狭く、勾配も急なものであ
り、福谷公園の整備にむけて、公園へのアクセス道路の整備が必要とされ
ている。また、地元行政区より福谷公園のアクセス道路を早期に整備をす
るよう要望もなされている。そのため、本業務にて検討することとし、道路
予備設計(平面検討) L=0.4kmを新規計上し、現地測量 A=0.039km2を
A=0.046km2に変更する。
・砂防指定地内行為事前協議及び雨水浸透阻害行為事前協議について、
雨水等流出抑制に関して、愛知県に確認を行ったところ、対策等について
事前に協議が必要であることが判明した。事前協議を実施し、本業務によ
る設計が手戻りとならぬようにするため、砂防指定地内行為事前協議及び
雨水浸透阻害行為事前協議を新規計上する。

270 委託
建物等各種
施設管理

三好公園・保田ヶ池公園
維持管理業務委託（三好
公園・保田ヶ池公園）

みよし市役所

高木剪定N=120本　  中木剪定　N=155本  　低木剪定　A=4，459㎡
芝刈り　A=94，096㎡（100，728㎡）　　　　草取り　  A=23，314㎡（23，
186㎡）
草刈り　A=57，406㎡（44，052㎡）　 　　　園地清掃　A=76，400㎡

令和3年4月23日 ～ 令和4年3月25日 令和3年4月23日 ～ 令和4年3月25日 令和4年2月9日 株式会社　香木園 38,390,000 39,056,600

・三好公園の一部を独立行政法人水資源機構が資材置場として占用する
こととなったため、影響する範囲の業務を減工する。
・三好公園（東エリア）において、想定以上に草等が繁茂し、公園利用者に
影響がでているため、三好公園（東エリア）の管理業務を増工する。

771 工事 ほ装
舗装修繕工事(市道下明
知打越線)

みよし市明知町地内
履行期間:　令和３年11月19日から令和４年２月25日までを令和３年11
月19日から令和４年３月11日までに変更する。

令和3年11月19日 ～ 令和4年2月25日 令和3年11月19日 ～ 令和4年3月11日 令和4年2月10日
大有建設株式会社　本
店

55,770,000 55,770,000

ガードパイプ設置工において土中建込による施工を計画していたが、施工
箇所の農水管が支障となることが確認されたため、ガードパイプ設置工を
コンクリート建込式に変更する。それに伴い、歩車道境界ブロックの撤去や
舗装が増工したため、履行期間を14日間延長する。

445 コンサル 建築設計
三吉小学校大規模改修
（３期）工事設計業務委
託

みよし市役所 アスベスト含有調査を追加する。 令和3年6月1日 ～ 令和4年2月28日 令和3年6月1日 ～ 令和4年2月28日 令和4年2月10日
株式会社　松浦建築事
務所　三好事務所

15,400,000 15,995,100
アスベスト含有が想定され、調査が必要と判断したためアスベスト含有調
査を追加する。

386 コンサル 建築設計
南中学校大規模改修（１
期）工事設計業務委託

みよし市役所 アスベスト含有調査を追加する。 令和3年5月18日 ～ 令和4年2月28日 令和3年5月18日 ～ 令和4年2月28日 令和4年2月10日
株式会社　野村設計
名古屋事務所

14,300,000 14,555,200
アスベスト含有が想定され、調査が必要と判断したためアスベスト含有調
査を追加する。

374 委託
建物等各種
施設管理

樹木維持管理業務委託
（保健センター）

保健センター
令和３年５月１３日に契約締結をした樹木維持管理業務委託の処分量
について実績値に基づき、令和４年２月１０日付けで「１ｔ」から「２.２ｔ」
に変更する

令和3年5月14日 ～ 令和4年3月25日 令和3年5月14日 ～ 令和4年3月25日 令和4年2月10日 有限会社　酒井造園 1,540,000 1,568,600
剪定枝等の処分量について、実績値が2,220㎏（前期460㎏、後期1,760㎏）
であったたため

242 工事 電気
三吉小学校大規模改修
（２期）電気工事

みよし市三好町　地
内

①南校舎から児童クラブ間の電話架空配線の張替えを追加する。②
改修方法を一部変更する。（高圧・電灯ヒューズ更新追加。ブレーカー
更新取り止め。）③天井内の火報、放送、TV、警報配管及びプルボッ
クスを撤去更新から既設流用に変更する。　等

令和3年5月14日 ～ 令和4年2月28日 令和3年5月14日 ～ 令和4年2月28日 令和4年2月10日 カシワギ電気株式会社 46,420,000 46,205,500

①使用する工事用重機と電話線が干渉することがわかったため張替えを
追加する。②電灯トランス容量を75kVAにあげる場合ヒューズの容量を上
げるよう、保安協会から指示があったため更新追加をし、ブレーカー更新
については予備があったため更新を取り止める。③北校舎への渡りが切
断できず配管ルートの作成は困難で、既設配管に劣化は見受けられな
かったため既設流用とする。　等

241 工事 管
三吉小学校大規模改修
（２期）機械工事

みよし市三好町　地
内

①東便所と西便所の３階PS内に止水バルブ新設を各１箇所追加す
る。②１階便所と職員玄関の壁にコア抜きを１６箇所追加する。③便所
換気扇取付けアルミパネルにアクリルパネル増し貼りを６箇所追加す
る。　等

令和3年5月14日 ～ 令和4年2月28日 令和3年5月14日 ～ 令和4年2月28日 令和4年2月10日 株式会社　川島鉄工所 81,196,500 82,177,700

①北校舎の東便所と西便所を断水すると校舎全体が断水となる事が調査
の結果判明し、工事期間中の全体の断水を回避するため止水バルブ新設
を追加する。②天井解体後の調査の結果、コア抜きが必要となったためコ
ア抜きを追加する。③既設換気扇撤去後、既設アルミパネルの著しい劣化
が判明し、新設換気扇の取付けが困難だったためアクリルパネル増し貼り
を追加する。　等

675 工事 土木一式
公共下水道向管築造工
事(三好処理区)

みよし市三好町地内
【変更内容】 
舗装復旧工を３５．３㎡から３８．６㎡に増工する。 
区画線工(白・実線・W＝１５㎝）２．０mを新規計上する。

令和3年9月17日 ～ 令和4年2月28日 令和3年9月17日 ～ 令和4年2月28日 令和4年2月14日 有限会社　ミヨシ設備 2,145,000 2,164,800
道路築造工事（三好中島地区計画２６号道路）の舗装復旧範囲の変更に
伴い、舗装復旧工を増工し、区画線工（白・実線・W＝１５㎝）を新規計上す
る。

798 物品
警察用品・消
防防災用品

みよし市災害用非常食 みよし市役所 わかめご飯（50袋入）15箱と五目ご飯（50袋入）18箱を追加購入する。 令和3年11月26日 ～ 令和4年3月4日 令和3年11月26日 ～ 令和4年3月4日 令和4年2月16日
ミドリ安全株式会社　豊
田支店

2,127,600 2,571,153

新型コロナウイルス感染症の感染者が急増し、陽性又は濃厚接触者が自
宅待機中の配食サービス開始までの食料（２日分）として、防災安全課の
備蓄非常食を配布したことにより、備蓄基準数を下回ったため追加購入す
る。



718 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＝７８．６３ｍ、管渠更生工（φ２００）　Ｌ＝７７．０６ｍ 
【変更内容】 
ＦＲＰ内面補修工（φ２００）Ｎ＝２０箇所を新規計上 
交通誘導警備員をＮ＝１５人からＮ＝２０人に変更

令和3年10月29日 ～ 令和4年3月7日 令和3年10月29日 ～ 令和4年3月7日 令和4年2月18日 ホーメックス株式会社 4,867,500 6,318,400
事前調査の結果、本管破損箇所からの侵入水があり、更生工の支障とな
るため、FRP内面補修工を新規計上する。交通誘導警備員を実績に合わ
せて変更する。

705 工事 土木一式
里道整備工事(明知下行
政区)

みよし市明知町地内

工事延長　L=59.0m　　　　　　 側溝工(PU3-250A)　L=113.2m(110.2m)
 
舗装工　A=225.6㎡(230.7㎡)　　電柱避け側溝工　N=1箇所(-) 
横断暗渠工　L=1.5m(1.4m)　　　集水桝工　N=2基 

令和3年10月15日 ～ 令和4年2月25日 令和3年10月15日 ～ 令和4年3月4日 令和4年2月18日 有限会社　多香久組 7,975,000 8,149,900

側溝を敷設し道路幅員を確保する際、電柱の移設を行ったため電柱よけ
側溝工を新規計上する。また、その移設に日数を要したため、工期を7日
間延長する。工事着手前に埋設管管理者と集水桝敷設位置等について検
討した結果、既設の水道管が支障となり集水桝変更の必要があると判断し
たため変更する。

688 工事 土木一式
道路築造工事（三好中島
地区計画26号道路）

みよし市三好町地内
工事延長　L=43.9m 
側溝工　L=80.2m 
舗装工　A=190.0(182.2)㎡

令和3年10月1日 ～ 令和4年2月28日 令和3年10月1日 ～ 令和4年2月28日 令和4年2月18日
三好建設工業株式会
社

12,100,000 12,909,600

舗装工について、関連工事や既設道路との擦り付けを考慮し、舗装復旧範
囲を変更する。それに伴い、As復旧範囲やAs舗装版破砕、As殻処分、区
画線工を増工する。また、新設道路となる箇所の民有ブロック積において、
想定よりも基礎が大きかったため、コンクリート取壊し、コンクリート殻処分
を増工する。

619 工事 土木一式
河川修繕工事(準用河川
大曲川)

みよし市打越町地内
履行期間　令和３年８月２７日から令和４年２月２５日までを令和３年８
月２７日から令和４年３月２９日までに変更する。

令和3年8月27日 ～ 令和4年2月25日 令和3年8月27日 ～ 令和4年3月29日 令和4年2月18日 半澤建設株式会社 41,800,000 41,800,000
雨の影響により、数回にわたり作業場所が浸水し、それぞれ復旧に時間を
要したため、履行期間を３２日間延長する。

286 コンサル
建設コンサ
ル（道路）

用地測量業務委託（市道
大沢寺ノ前線）

みよし市役所
権利調査　A=133,800(81,600)㎡、用地測量　A=34,500(40,800)㎡、 
図面作成　A=44,400(40,800)㎡、用地幅杭設置測量　L=0.65km、 
公共用地境界確定協議　一式(-)

令和3年4月28日 ～ 令和4年3月4日 令和3年4月28日 ～ 令和4年3月4日 令和4年2月18日
玉野総合コンサルタント
株式会社

17,270,000 18,062,000

発注後、現地における測量や権利調査を行い、対象となる面積が確定した
ため数量の変更を行う。
また愛知県等の他機関と境界確定を行うため管理者と打合せ協議を行
い、境界立会に必要な申請書類等の作成が必要となったため、公共用地
境界確定協議を新規計上する。

789 工事 ほ装
舗装修繕工事その２(市
道東山台弥栄線)

みよし市東陣取山地
内ほか

工事延長　L=75.0m 
舗装工　A=776.7(812.5)㎡

令和3年11月26日 ～ 令和4年2月25日 令和3年11月26日 ～ 令和4年2月25日 令和4年2月22日 野沢建設株式会社 13,750,000 13,750,000

舗装版撤去において、既設舗装厚を90mmとして見込み設計計上をしてい
たが、取り壊したところ平均厚で120mmであったため、取壊し厚を変更し処
分量等を増工する。また、それに伴い掘削工を廃工し、不陸整正工を新規
計上する。

630 工事 土木一式
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＝４７．５０ｍ、鉄筋コンクリート布設工φ７００ Ｌ＝４６．１５
ｍ、３号人孔設置工Ｎ＝１基
【変更内容】
産廃処分工V=４．２㎥からV=１２．６㎥に変更。交通誘導員工をＮ＝３
３人からＮ＝５１人に変更。覆工板撤去・設置工Ｎ＝1式を廃工。

令和3年8月27日 ～ 令和4年3月7日 令和3年8月27日 ～ 令和4年3月7日 令和4年2月22日 有限会社　多香久組 11,880,000 12,657,700

掘削した結果、既設管の基礎が多かったため産廃処分工を変更する。実
績に合わせて交通誘導員工を変更する。人孔取付部分の管基礎にコンク
リートを現場打設する予定だったが、2次製品を使用することにより養生期
間が不要となったため覆工板撤去・設置工N=1式を廃工する。

222 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

エアレーション工(1)コアリング N=1回→N=0回 
エアレーション工(2)バイブロ N=1回→N=2回 
高木剪定工 N=4本→高木剪定工 N=13本、伐採工 N＝19本 
処理費 22,000kg→9,250kg 
安全費 交通誘導員B 0人→4人　　芝刈工 N=4回→N=2回

令和3年4月23日 ～ 令和4年3月23日 令和3年4月23日 ～ 令和4年3月23日 令和4年2月22日
有限会社　ガーデンテ
クノ

20,240,000 19,342,400

天候不順により、梅雨入りが早く芝の生育状況が悪化したため、エアレー
ション工を変更する。 
旭グラウンド北側公地に道路通行に支障が生じる木があるため、増工す
る。 
天候不順により、芝が見込みより生育しなかったため、芝刈工を減工する。

771 工事 ほ装
舗装修繕工事(市道下明
知打越線)

みよし市明知町地内

工事延長　L=831.2m(752.8m) 
舗装工　A=5722.3㎡(5729.7㎡) 
ガードパイプ設置工　L=50m(100m) 
区画線工　L=2684.4m(2394.0m)

令和3年11月19日 ～ 令和4年2月25日 令和3年11月19日 ～ 令和4年3月11日 令和4年2月25日
大有建設株式会社　本
店

55,770,000 55,770,000

現地に合わせた最適な配合で施工すべく、路上再生路盤配合試験を行っ
た結果、配合量に差異が生じたため、添加量を変更する。農水管の土被り
が著しく浅いことが確認されたため、施工不可の箇所は減工し、施工可能
な箇所についてはガードパイプ設置工(基礎式)に変更する。

690 工事 造園
すみれ保育園園庭整備
工事

みよし市三好町地内

給水管布設工　L＝27.5mをL＝25.0mに減工する
縁石工　L＝30.0mをL＝36.4mに増工する
ゴムチップ舗装工　A＝19.2mをA＝22.2mに増工する
立上りゴムチップ舗装工　L＝30.0mをL＝36.4mに増工する
客土工　V＝17.2mをV＝20.0mに増工する
目土工　A＝172.4mをA＝200.2mに増工する

令和3年10月1日 ～ 令和4年2月28日 令和3年10月1日 ～ 令和4年2月28日 令和4年2月25日 有限会社　マツイワ 2,640,000 3,083,300

給水管布設工について試掘の結果、既設埋設管があり、当初予定位置に
埋設できないため減工する。都市緑化推進事業の促進のため、園庭芝生
面積を増やす必要があるため増工する。施設管理者からの強い要望を受
け検討した結果、建物出入口付近の段差を解消し安全を確保する必要が
あると判断したため増工する。

483 物品 一般印刷
副読本「みよし」（改訂１
５版）印刷製本

市内各小学校及びみ
よし市役所

本印刷製本契約に係る仕様書中１(3)「頁数」について、２１０ページ
（表紙４ページ、本紙２０６ページ）と定めるところ、２０８ページ（表紙４
ページ、本紙２０４ページ）に変更する。

令和3年6月11日 ～ 令和4年3月23日 令和3年6月11日 ～ 令和4年3月23日 令和4年2月25日
有限会社　東海写真企
画

1,364,000 1,364,000

原稿の校正を行う中で、掲載記事の重複があることが判明し、該当ページ
を削除することとした。本仕様書中１(3)「頁数」について、２１０ページと定
めるところ、２０８ページに変更したい旨を受注者へ通知し、再度２ページ減
とした場合の見積書の作成を依頼した結果、２ページ減とした場合におい
ても契約金額に変更がないことを確認したため、仕様書に関する変更契約
を行う。

476 工事 管
みよし市民病院中央監
視装置更新（２期）工事

みよし市三好町　地
内

セキュリティカード1,000枚及び入退出管理用パソコンを追加する。 令和3年7月9日 ～ 令和4年3月11日 令和3年7月9日 ～ 令和4年3月11日 令和4年2月28日
アズビル株式会社　ビ
ルシステムカンパニー
中部支社

106,700,000 108,104,700
今回更新した中央監視装置に伴い、セキュリティカードを新たに作成する
必要が生じたため、セキュリティカード1,000枚及び入退出管理用パソコン
を追加する。

791 工事 土木一式
バス停整備工事（みよし
市役所バス停）

みよし市三好町地内

視覚障がい者誘導ブロック工（点状ブロック）　A=0.9㎡増工する。 
視覚障がい者誘導ブロック工（線状ブロック）　A=1.3㎡増工する。 
ブロック舗装工（t=6cm,H=0.4m）N=1基増工する。 
ベンチ設置工（W=0.6m,H=0.4m）N=1基増工する。

令和3年11月26日 ～ 令和4年3月11日 令和3年11月26日 ～ 令和4年3月11日 令和4年2月28日 野沢建設株式会社 17,050,000 17,100,600
既設照明灯及び新設シェルターとの必要離隔を踏まえ、視覚障がい者の
誘導経路について再検討を行った結果、視覚障がい者誘導ブロック工を増
工する。

766 工事 塗装
区画線設置工事(市道山
ノ間小林線ほか)

みよし市打越町地内
ほか

区画線設置工(実線W=15cm、白色)　L=11565.5(11609.0)m
区画線設置工(実線W=30cm、白色)　L=70.5(61.0)m
区画線設置工(破線W=15cm、白色)　L=117.0(110.0)m,区画線設置工
(破線W=30cm、白色)　L=367.0m
区画線設置工(ゼブラW=45cm、白色)　L=139.0(138.0)m
区画線設置工(文字記号W=15cm換算、白色)　L=141.8(109.9)m

令和3年11月12日 ～ 令和4年3月11日 令和3年11月12日 ～ 令和4年3月11日 令和4年2月28日 有限会社　柴田組 12,650,000 12,786,400

工事に先立ち警察協議を行った結果、交差点付近の中央線を破線から実
線に変更するなどの指導があったため変更を行う。また、地元行政区から
要望のあった、今回施工区域に近接する変則形状の市道交差点におい
て、停止指導線や外側線がなく道路形状がわかりにくい状況であったた
め、区画線工を追加計上し交通安全を推進する。

606 工事 土木一式
歩道築造工事(市道山ノ
間小林線)

みよし市打越町　地
内

工事延長　Ｌ=292.2m(321.0m)
プレキャストL型擁壁　L=24.6m
側溝工　L=297.0m(331.0m)
ボックスカルバート工　L=18.0m
管水路工　N=13本(12本)

令和3年8月27日 ～ 令和4年2月10日 令和3年8月27日 ～ 令和4年3月18日 令和4年2月28日 有限会社　岩城建設 57,200,000 62,399,700

愛知用水管の付け替え工事で発生する残土を埋戻や歩道築造時の盛土と
して使用することとしていたが、転用できる土質ではなかったため、処分す
ることとした。また、盛土法面築造による歩道築造に隣接する地権者と工
事時期や工事内容等について調整を行った結果、盛土法面を築造するこ
とが困難と判断し、減工した。



631 工事 土木一式
三好西部地区公共下水
道管渠築造工事（第Ｓ８
８工区）

みよし市福田町地内

工事延長L=400.7ｍ(401.3ｍ)、汚水管布設工(VUφ
200)L=38.8m(39.3m)
汚水管布設工(VUφ150)L=351.1m(351.3m)、1号人孔布設工N=1基、0
号人孔設置工N=11基(13基)
小型塩ビ人孔設置工N=2基(-)
【変更内容】舗装復旧工A=1,690.3m2を1,748.2m2に増工する。交通誘
導警備員をN=147人からN=245人に増工する。

令和3年8月27日 ～ 令和4年3月18日 令和3年8月27日 ～ 令和4年3月18日 令和4年3月1日 株式会社　三文 48,400,000 54,769,000

既設埋設物について、施設管理者と現地立会及び協議の結果、施設間の
離隔を確保するため人孔設置位置並びに県道歩道内の起点人孔を0号人
孔から小型塩ビ人孔に変更する。舗装の復旧範囲について、道路管理者
と協議した結果、舗装本復旧工を増工する。交通誘導警備員を実績にて変
更する。

569 工事
機械器具設
置

明知処理区中継ポンプ
施設更新・改築工事【Ｍ
Ｐ機械電気】（明知第１中
継ポンプ）

みよし市明知町地内

マンホールポンプ設置工　Ｎ＝１式 
【変更内容】 
　仮設ポンプ運転工　Ｎ＝２０日を新規計上、仮設ポンプ設置撤去工
Ｎ＝２回を新規計上

令和3年8月6日 ～ 令和4年3月25日 令和3年8月6日 ～ 令和4年3月25日 令和4年3月1日 ホーメックス株式会社 12,100,000 12,226,500

近接工事担当者と工事日程の調整をした結果、NM1-12マンホールへ２０
日間程度汚水を流入しないようにする必要があり、NM1-12からNM120まで
水中ポンプによる仮設管施工が必要になったため、仮設工を追加計上す
る。

1291
(H31)

委託
建物等各種
施設管理

コミュニティ・プラント処理
施設管理業務委託（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 
【変更内容】固形塩素錠剤、PAC、ﾒﾀﾉｰﾙの数量を購入実績に合わせ
て変更する。刈草処分量を実績に合わせて変更する。

平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月1日 藤吉工業株式会社 44,415,427 43,106,427
明知上浄化センター１、明知上浄化センター２及び南台浄化センターにお
ける薬品（固形塩素錠剤、PAC、メタノール）を購入実績に合わせて数量変
更を行う。また、刈草処分量についても実績に合わせて数量変更を行う。

1246
(H31)

委託
建物等各種
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　59箇所
中継ポンプ槽内清掃業務 90箇所、植栽管理業務　1式
【変更内容】草刈処分量を実績に合わせて変更する。

平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月1日 株式会社エステム 16,370,754 15,677,411
当初予定より処分量が減ったため、草刈の処分費を実績に合わせて変更
する。

1292
(H31)

委託
建物等各種
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
【変更内容】監視装置の管理費を追加計上する。刈草処分量、し渣処
分量を実績に合わせて変更する。

平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月1日 株式会社エステム 13,144,299 14,881,797

令和2年度に操作要領を改めたことにより、放流先である境川が一定の水
位に達した際に樋門を迅速に閉鎖する必要が生じ、常に水位の変化を把
握する必要があるため遠隔監視装置を追加計上する。また、刈草処分量、
し渣処分量が当初予定から変わったため実績に合わせて変更する。

1410
(H31)

委託
建物等各種
施設管理

農業集落排水処理施設
管理業務委託（［なかよ
し］明知、東山、福田処
理区）

みよし市役所

汚泥試験業務　１式、植栽管理業務　１式
【変更内容】
各浄化センターの刈草処分量の数量を変更する。
各浄化センターの脱水汚泥について、ダイオキシン類分析を追加計上
する。

平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月1日
ホーメックス株式会社
みよし支店

47,924,307 48,277,150

各浄化センターの刈草処分量が当初予定から増減があったため、実績に
合わせて数量を変更する。
各浄化センターの脱水汚泥について肥料登録をする際、肥料の品質の確
保等に関する法律に基づく公定規格を満たす必要があり、ダイオキシン類
分析の追加計上が必要であったため、変更する。

1287
(H31)

委託
建物等各種
施設管理

農業集落排水処理施設
管理業務委託（［きたよ
し］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、汚泥試験業務　１式
薬剤補給業務　１式、植栽管理業務　１式
【変更内容】各浄化センターの薬品購入実績及び福谷浄化センターの
刈草処分量実績に合わせて数量を変更する。各浄化センターの脱水
汚泥について法律に基づく公定規格を満たしているか確認する必要が
あったためダイオキシン類分析を追加した。

平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月1日 株式会社トーブ 47,034,617 44,638,367

各浄化センターの薬品購入実績（固形塩素錠剤、高分子凝集剤、ポリ鉄及
び次亜塩素酸ソーダ）及び福谷浄化センターの刈草処分量実績に合わせ
て数量を変更する。各浄化センターの脱水汚泥について肥料登録をする際
に肥料の品質の確保等に関する法律に基づく公定規格を満たしているか
確認する必要があり、ダイオキシン類分析を追加計上する必要があったた
め変更する。

1298
(H31)

委託
建物等各種
施設管理

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

肥料試験業務　１式、汚泥乾燥機運転管理業務　１式、肥料袋調達業
務　１式
【変更内容】肥料サンプル小袋を購入実績に合わせて変更する。草刈
処分量を実績に合わせて変更する。脱水汚泥についてダイオキシン類
の分類を追加計上する。

平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月1日
日立造船株式会社　中
部支社

85,542,793 84,970,793

新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い肥料サンプル小袋の配布行事が
中止となったため、当初予定から数量を減少する。雑草等の生育状況に合
わせて草刈処分量の数量変更を行う。脱水汚泥について肥料登録をする
際、肥料の品質の確保等に関する法律に基づく公定規格を満たす必要が
あり、ダイオキシン類分類の追加計上が必要であったため変更する。

878 工事 土木一式

明知処理区中継ポンプ
施設更新・改築工事【Ｍ
Ｐ土工】（明知第１中継ポ
ンプ）

みよし市明知町地内
≪変更前工期≫令和3年12月24日～令和4年3月21日
≪変更後工期≫令和3年12月24日～令和4年3月28日

令和3年12月24日 ～ 令和4年3月21日 令和3年12月24日 ～ 令和4年3月28日 令和4年3月2日 株式会社三文 2,750,000 2,750,000
関連工事である上水道工事の遅れに伴い、全体工程の見直しを行った結
果、現工期内での舗装本復旧施工が困難であるため、７日間工期を延長
する。

748 工事 建築一式
おかよし地域包括支援セ
ンター整備工事

みよし市三好丘地内
・分電盤設置工事を追加する。 
・案内板設置工事を追加する。

令和3年11月12日 ～ 令和4年3月18日 令和3年11月12日 ～ 令和4年3月18日 令和4年3月3日 株式会社　種岡建設 9,570,000 10,068,300

・既設分電盤の空きスペースにブレーカーを新設する予定だったが、配線
の取り回しスペースが足りず、施工ができないことが判明したため、新規分
電盤設置工事を追加する。
・施設を運営するうえで、新規案内板が必要だと判明したため、案内板設
置工事を追加する。

1082 委託
その他の業
務委託等

放課後児童クラブ運営
（その２）業務委託（みよ
し市地内）

みよし市役所
補助印代替配置（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）
南部児童クラブ第1教室（主任1人、支援員2人、補助員1人）→（主任1
人、補助員3人）

平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月3日
シダックス大新東ヒュー
マンサービス株式会社

220,744,000 220,011,000 支援資格者不在による補助員代替配置のため。

754 工事 建築一式
明知上分団詰所改修工
事

みよし市明知町地内
・既存鉄骨階段の手すりの補修を追加する。 
・待機室の木製椅子の撤去箇所の土間の穴埋め補修を７箇所追加す
る。

令和3年11月12日 ～ 令和4年3月11日 令和3年11月12日 ～ 令和4年3月11日 令和4年3月4日 有限会社　伊藤組 8,635,000 8,721,900

・既設鉄骨階段の手すりの支柱が廃食によって劣化していたため、溶接に
よる補修を追加する。
・待機室の木製椅子を撤去したところ、椅子の支柱が土間に埋まっている
ことが判明したため、土間の穴埋め補修を７箇所追加する。

644 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
外１路線）

みよし市三好町地内

工事延長　L=228.1(215.1)m
側溝工　L=132.7(139.2)m
貯留施設工　一式
街渠工　L=49.7(49.3)m
舗装工　A=2392.0(2353.9)㎡

令和3年9月10日 ～ 令和4年3月14日 令和3年9月10日 ～ 令和4年3月14日 令和4年3月4日 野沢建設株式会社 87,780,000 88,575,300

配合試験の結果、セメント添加量を変更する。隣接地権者から乗入れ設置
の要望があり、PU3型側溝を施工するため、PU3型側溝を新規計上し、
PU2型側溝を減工する。警察との協議により、暫定形で供用する箇所につ
いて、置きガードレールによる誘導の方が道路線形を視認しやすいとの指
摘を受けたため、ガードパイプ設置工を減工し、置きガードレール設置工を
増工する。

620 工事 土木一式
河川改良工事（準用河川
茶屋川）

みよし市明知町地内
履行期間　令和３年８月２７日から令和４年３月１８日までを令和３年８
月２７日から令和４年３月２８日までに変更する。

令和3年8月27日 ～ 令和4年3月18日 令和3年8月27日 ～ 令和4年3月28日 令和4年3月4日 野沢建設株式会社 113,850,000 113,850,000
河川改良工事に伴う上水道や下水道の関連工事と工程調整を行っている
中で、作業順序を踏まえた上で同時施工ができない工種等を考慮し、三者
の施工時期を見直した結果、履行期間を10日間延長する。

878 工事 土木一式

明知処理区中継ポンプ
施設更新・改築工事【Ｍ
Ｐ土工】（明知第１中継ポ
ンプ）

みよし市明知町地内
工事延長　L=3.06ｍ、汚水管布設工(VUφ200)　L=2.57ｍ 
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去工　V=0.9ｍ3 
【変更内容】舗装本復旧工A=42.2m2をA=67.3m2に増工する。

令和3年12月24日 ～ 令和4年3月21日 令和3年12月24日 ～ 令和4年3月28日 令和4年3月7日 株式会社　三文 2,750,000 2,876,500
舗装の復旧範囲について道路管理者と協議した結果、舗装本復旧工を増
工する。

440 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
工事延長　L=226.2ｍ　　　　側溝工　　L=156.3(170.0)ｍ
街渠工　　L=197.7(204.2)ｍ　　　　集水桝工　N=7基
街渠桝工　N=6(7)基　　　　舗装工　　A=3493.7(3179.6)m2

令和3年6月18日 ～ 令和4年3月18日 令和3年6月18日 ～ 令和4年3月18日 令和4年3月7日 半澤建設株式会社 68,750,000 72,765,000

区画整理内工事工程会議での調整の結果、集水桝工及び街渠桝工を減
工する。県道管理者から交差点部の舗装構成及びその範囲について指導
があったため表層工及び基層工を増工する。最適な舗装構成となるよう配
合計算を行った結果、路床安定処理工のセメント添加量を変更する。既設
舗装厚が当初想定より厚いことが判明したため処分量を変更する。



296 委託
建物等各種
施設管理

道路草刈管理業務委託
（市道打越黒笹１号線ほ
か）

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=12,664㎡
道路草刈工　その他道路附帯地　　　A=25,130㎡

令和3年4月23日 ～ 令和4年3月18日 令和3年4月23日 ～ 令和4年3月18日 令和4年3月7日 野沢建設株式会社 15,290,000 15,426,400
雑草等が想定以上に生育し、見込んでいた処分量を超えたため処分費を
実数に応じて変更する。

297 委託
建物等各種
施設管理

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

高木剪定　　　　N=1,129本(N=1,176本)
中・低木施肥　　A=3,970㎡(A=3,800㎡)
中・低木剪定　　A=5,140㎡(A=4,970㎡)
緑地内清掃工　　A=7,360㎡(A=7,245㎡)
芝刈工　　　　　A=19,785㎡
清掃工　　　　　A=185,370㎡(A=230,660㎡)

令和3年4月23日 ～ 令和4年3月18日 令和3年4月23日 ～ 令和4年3月18日 令和4年3月8日 有限会社　孝宗園 44,000,000 44,068,200

枯木が確認されたため伐採工(60cm未満)N=6本、伐採工(60cm以上)N=3
本を新規計上する。それに伴い、高木剪定工(60cm未満)をN=703本から
N=697本に、高木剪定工(60cm以上120cm未満)をN=435本からN=432本に
変更する。また、巡回調査の際、病害虫の発生を確認し樹木被害拡大防
止のため病害虫防除工(高木)N=254本を新規計上する。

512 工事 管
総合体育館大規模改修
（１２期）機械工事

みよし市三好町地内

・柔道場及び卓球場の空調機について、空調室外機を電源自立型空
調室外機に変更する。
・卓球場の空調室内機を天井吊形から天井カセット形（４方向吹出）に
変更する。

令和3年10月8日 ～ 令和4年8月19日 令和3年10月8日 ～ 令和4年8月19日 令和4年3月10日 ユタカテクノス株式会社 54,268,500 77,069,300

・非常時に空調を稼働させることにより、避難所における良好な生活環境を
確保するため、空調室外機を電源自立型空調室外機に変更する。
・当初では卓球場室内機を天井吊形としていたが、気流シミュレーションを
行った結果、卓球利用者にとって、より気流の影響が少ない天井カセット形
（４方向吹出）の空調室内機に変更する。

257 委託
その他の業
務委託等

第３次みよし市生涯学習
推進基本計画策定業務
委託（みよし市地内）

図書館学習交流プラ
ザ

　「会議等の支援」について、策定委員会の回数を５回から２回に変更
する。

令和3年4月28日 ～ 令和4年3月24日 令和3年4月28日 ～ 令和4年3月24日 令和4年3月10日 株式会社　創建 3,432,000 3,114,676
　策定委員会を５回程度予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影
響により一部開催ができなかったため。

298 委託
建物等各種
施設管理

街路樹維持管理業務委
託（市道東山台弥栄線ほ
か１５路線）

みよし市役所

高木剪定　N=926(936)本
中・低木施肥　A=5,933㎡、中・低木剪定　A=5,657㎡
緑地内除草工　A=17,672㎡
芝刈工　A=225㎡
清掃工　A=95,823㎡

令和3年4月23日 ～ 令和4年3月18日 令和3年4月23日 ～ 令和4年3月18日 令和4年3月10日
木戸造園土木株式会
社

30,140,000 30,989,200
枯木が確認されたため伐採工(20cm未満、20cm以上30cm未満、30cm以
上60cm未満、60cm以上90cm未満)を新規計上し、それに伴い高木剪定工
(60cm未満、60cm以上120cm未満)の数量を変更する。

217 委託
建物等各種
施設管理

街路樹維持管理業務委
託（市道福谷線ほか６路
線）

みよし市役所

高木剪定　N=729(742)本
中・低木剪定　A=2,847㎡
中・低木施肥　A=5,284㎡
緑地内除草工　A=8,814㎡
草刈工　A=9㎡、清掃工　A=51,709㎡

令和3年4月23日 ～ 令和4年3月18日 令和3年4月23日 ～ 令和4年3月18日 令和4年3月10日
木戸造園土木株式会
社

27,940,000 29,198,400

樹木の生育が想定以上であったため、薬剤注入工(60cm以上)をN=548本
からN=554本に変更し、薬剤注入工(60cm未満)をN=56本からN=50本に変
更する。また、高木剪定工(60cm以上)をN=357本からN=359本に変更し、
高木剪定工(60cm未満)をN=385本からN=370本に変更する。

672 工事 土木一式
歩道築造工事（市道上ヶ
池東谷線）

みよし市明知町地内

工事延長　L=152.3m 
擁壁工　L=85.6m 
舗装工　A=676.8(501.3)m2 
側溝工　L=115.8(118.0)m

令和3年9月17日 ～ 令和4年1月20日 令和3年9月17日 ～ 令和4年3月18日 令和4年3月11日 有限会社　多香久組 41,800,000 44,988,900

車道舗装について、経年劣化等によるひび割れや凹凸が見受けられ、本
工事にて歩道築造後、歩行者へ水はねをする懸念があり、地元行政区か
らの要望もあったため、歩行者の安全な通行や車両の走行性を考慮し、車
道舗装工を追加する。既設水路の取壊しをした際、新設水路敷設箇所に
地元の農業用水管が埋設されていることが確認されたため、農水管付替
工を新規計上する。

459 委託
建物等各種
施設管理

石川家住宅剪定業務委
託（石川家住宅）

歴史民俗資料館 処分費を実績値に合わせ減額する。 令和3年6月18日 ～ 令和4年3月18日 令和3年6月18日 ～ 令和4年3月18日 令和4年3月11日
木戸造園土木株式会
社

1,540,000 1,509,200 処分量の実績値が当初設計数値より少なかったため。

366 委託
建物等各種
施設管理

公園遊具点検業務委託
（都市公園、児童遊園・
児童遊園地、農村公園）

みよし市役所

単体遊具（A)-2　N=321基をN=316基に減工する。 保守点検（1）
N=1，026基をN=1，017基に減工する。
単体遊具（C）-2　N=29基をN=27基に減工する。　保守点検（2）
N=408基をN=396基に減工する。
一般公園施設（b）　N=434基をN=431基に減工する。

令和3年5月14日 ～ 令和4年3月25日 令和3年5月14日 ～ 令和4年3月25日 令和4年3月11日
日本体育器械株式会
社

7,480,000 7,392,000
劣化等により安全に使用できなくなった公園施設を撤去したため、劣化点
検業務及び保守点検業務を減工する。

254 委託
建物等各種
施設管理

庁舎緑地管理業務委託
（みよし市役所）

みよし市役所 処分費を４ｔから８．２７ｔへ変更する。 令和3年4月23日 ～ 令和4年3月25日 令和3年4月23日 ～ 令和4年3月25日 令和4年3月11日
木戸造園土木株式会
社

7,260,000 7,377,700
雑草等が想定以上に生育し、見込んでいた処分量を超えたため処分費を
変更する。

616 工事 造園 保田ヶ池公園整備工事 みよし市三好町地内
舗装工　A=723.6㎡（587.5㎡）　縁石工　L=380.0m（330.0m） 
柵工　L=123.0m（110.0m）　　　生きもの池設備　N=1式 
大型遊具　N=1基　　　　　　　 張り芝　A=1100.0㎡（980.4㎡）

令和3年9月3日 ～ 令和4年3月18日 令和3年9月3日 ～ 令和4年3月18日 令和4年3月14日
木戸造園土木株式会
社

36,630,000 39,440,500

公園利用者の利便性を向上させるため保田ヶ池公園整備事業の進捗を図
る。
現地詳細測量の結果、ネット遊具の現況地盤が計画高よりも高く、鋤取り
が必要となった。
そのため床掘工を増工し、鋤取り時に発生した残土については現場外での
処理とする。

326 委託
建物等各種
施設管理

緑地管理業務委託（学校
給食センター）

学校給食センター

薬剤散布追加による増（害虫発生） 
　変更前278本（中木278本）　変更後386本（高木108本追加） 
処分量の実績による増 
　変更前1.2t　変更後1.36t

令和3年4月28日 ～ 令和4年3月18日 令和3年4月28日 ～ 令和4年3月18日 令和4年3月14日 有限会社　孝宗園 3,960,000 4,093,100
高木に害虫が発生したため薬剤散布を追加する。また、処分量の増加に
よる増額の変更をする。

300 委託
建物等各種
施設管理

河川草刈業務委託（準用
河川唐沢川ほか７河川）

みよし市役所
河川草刈一般部　A=149,606.6㎡(A=144,588.1㎡) 
河川草刈河底部　A=10,709.0㎡

令和3年4月23日 ～ 令和4年3月18日 令和3年4月23日 ～ 令和4年3月18日 令和4年3月14日
有限会社　ガーデンテ
クノ

22,660,000 23,294,700

砂後川について、一部ガードパイプの設置により、草刈の必要性がなくなっ
たため、草刈工を減工する。 
福田川について、近隣の開発工事のため範囲から除いていた箇所につい
て、開発工事の完了に伴い草刈作業が可能となったため、草刈工を増工
する。

285 委託
建物等各種
施設管理

街路樹維持管理業務委
託（市道三好丘線ほか７
路線）

みよし市役所
高木剪定　N=1,225(1,231)本　　　　中・低木施肥　A=6,770㎡
中・低木剪定　A=7,347(7,313)㎡　　　緑地内除草工　A=19,590㎡
芝刈工　A=7,569㎡　　　　草刈工　A=16,509㎡

令和3年4月23日 ～ 令和4年3月18日 令和3年4月23日 ～ 令和4年3月18日 令和4年3月16日 有限会社　酒井造園 42,350,000 42,676,700

市道三好丘北線及び三好丘線において枯木が確認され、倒木による事故
を防ぐため、伐採工(30cm以上60cm未満)N=14本を新規計上する。また、
それに伴い高木剪定工（60cm以上）をN=626本からN=625本に、高木剪定
工（60cm未満）をN=393本からN=387本に、中本剪定工をN=740本から
N=732本に変更する。

250 委託
建物等各種
施設管理

街路樹維持管理業務委
託（市道黒笹線ほか１３
路線）

みよし市役所

高木剪定　N=610(613)本　　　中・低木施肥　A=5,641(5,563)㎡
中・低木剪定　A=4,986(4,908)㎡　　緑地内除草工　A=14,780(14,525)
㎡
芝刈工　A=5,464㎡　　　芝生施肥　A=2,731㎡

令和3年4月23日 ～ 令和4年3月18日 令和3年4月23日 ～ 令和4年3月18日 令和4年3月16日
有限会社　ガーデンテ
クノ

30,800,000 32,171,700

当初予定を超える樹木の生育のため薬剤注入工(60cm以上)をN=194本か
らN=199本に変更、薬剤注入工(60cm未満)をN=116本からN=107本に変
更、高木剪定工(60cm以上）をN=475本からN=472本に変更する。また、低
木施肥工をA=5,563㎡からA=5,641㎡に変更し、低木剪定工をA=4,908㎡か
らA=4,986㎡に変更する。

1142 委託
建物等各種
施設管理

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

本業務のうち、小学校ガスヒートポンプ保守点検業務について、三吉
小学校及び三好丘小学校の対象機器の保守回数と、三吉小学校及び
三好丘小学校のR3冬季以降のフィルタ清掃単価をそれぞれ変更す
る。

令和3年4月1日 ～ 令和6年3月31日 令和3年4月1日 ～ 令和6年3月31日 令和4年3月17日
鹿島建物総合維持管
理株式会社　中部支社

56,732,000 56,383,000

小学校ガスヒートポンプ保守点検業務について、三吉小学校及び三好丘
小学校の機器更新（旧機器5台撤去）に伴い、当該業務担当業者から機器
情報変更の届出があり、保守及びフィルター清掃の数量等変更の必要性
が生じたため。



806 コンサル
建設コンサ
ル（道路）

道路台帳及び道路占用
物台帳修正業務委託（み
よし市全域）

みよし市役所

道路台帳修正　　　　　　　　　　　7.730km(6.130km)
地上占用物台帳修正（新設、廃止）　151箇所(142箇所)
地下占用物台帳修正（新規、廃止）　9.705km
更新電算処理　　　　　　　　　　　1式
出力製本　　　　　　　　　　　　　1式

令和3年11月26日 ～ 令和4年3月25日 令和3年11月26日 ～ 令和4年3月25日 令和4年3月18日
アジア航測株式会社
名古屋支店

12,078,000 12,078,000

市道大沢寺ノ前線について、道路台帳修正作業（未供用）で計上するとこ
ろを（新設道路認定）で計上していたため変更する。現地調査の結果、市
道大沢寺ノ前線と市道山ノ間小林線に大きな台帳修正が必要な箇所が見
つかったため、道路台帳修正作業を変更する。地上占用物台帳修正作業
（新設）について、道路照明灯及び道路標識の修正が必要な箇所があった
ため変更する。

949 工事
とび・土工・
コンクリート

通学路防護柵設置工事
（市道下明知打越線）

みよし市明知町地内
工事延長　　L＝88.0m
防護柵工　　L＝88.0m
歩道舗装工　A＝-(246.4m)

令和4年1月28日 ～ 令和4年3月25日 令和4年1月28日 ～ 令和4年3月25日 令和4年3月22日 有限会社　多香久組 6,380,000 6,477,900

当初設計では、車道の交通を優先に考え歩道内で施工することとしていた
が、通行車両が比較的少ない状況であり、歩道利用者が多いことを背景
に、工事中でも歩道を通行可能にして欲しいとの要望を受け、必要と判断
したため、施工方法を変更し、誘導員の増工及び舗装工の減工をする。

833 工事 ほ装
舗装修繕工事(市道弥栄
明知線ほか１路線)

みよし市三好町地内
ほか

工事延長　L=437.2(312.0)m
舗装工　A=3,448.0(2,625.3)㎡

令和3年12月24日 ～ 令和4年3月25日 令和3年12月24日 ～ 令和4年3月25日 令和4年3月22日
株式会社　藤和アスコ
ン

27,819,000 35,702,700

第一工区の舗装版撤去において、既設舗装厚を90mmとして見込んでいた
が、取り壊したところ平均厚で100mmであったため、取壊し厚を変更し処分
量等を増工する。また、それに伴い掘削工を廃工する。本工事施工路線は
大型車両の交通量が多く、また公共施設も隣接しているため、周辺企業や
施設への影響を考慮し、事業推進を図るべく舗装工を増工する。

619 工事 土木一式
河川修繕工事(準用河川
大曲川)

みよし市打越町　地
内

工事延長　L=82.8m 
護岸工　　L=162.8m 
吐口工　　N=2箇所 
集水桝工　N=1箇所

令和3年8月27日 ～ 令和4年2月25日 令和3年8月27日 ～ 令和4年3月29日 令和4年3月22日 半澤建設株式会社 41,800,000 44,310,200

当初計画では、仮排水路N=1条としていたが、雨により作業場が度々冠水
したため仮排水路をN=2条に変更するとともに水替工を新規計上する。ま
た、当初計画では、護岸の土を仮設道路用として利用することとしていた
が、土質が悪く、度重なる冠水により建設機械の走行が困難であったた
め、敷鉄板を新規計上する。

620 工事 土木一式
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=62.3m 
函渠工　L=6.79m 
護岸工　L=90.5(109.5)m

令和3年8月27日 ～ 令和4年3月18日 令和3年8月27日 ～ 令和4年3月28日 令和4年3月23日 野沢建設株式会社 113,850,000 115,470,300

既設RC床版橋や護岸を取壊したところ、過去の橋梁の木基礎が確認され
たため、木くず処分を計上する。掘削土砂について、掘削土の土質状況が
悪く、処分が必要となったため残土処分を計上する。これに伴い、平張工、
取付擁壁工、護岸工(摺付タイプ２)を廃工する。舗装範囲について、関連工
事を発注している埋設物管理者と協議した結果、影響範囲について全幅
復旧することとした。

119 委託 旅客業
公用車及びバス車両管
理業務委託（みよし市役
所等）

みよし市役所
過去２年（平成３０年度、平成３１年度）の平均と今年度の給油実績を
比較し、その差額分を減額する。

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月23日
名古屋国際観光バス株
式会社

12,223,200 11,422,925
新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度の運行実績が参考として
示した過去（平成３０年度、平成３１年度）の運行実績を大きく下回ったた
め、変更する。

750 コンサル 建築設計
新屋児童館大規模改修
工事設計業務委託【ゼロ
債務負担行為】

みよし市役所 ・太陽光発電設備に係る設計業務を追加する。 令和3年11月2日 ～ 令和4年5月31日 令和3年11月2日 ～ 令和4年5月31日 令和4年3月24日
株式会社　丹羽英二建
築事務所

7,700,000 7,976,100
・施工管理者と協議の結果、大規模改修に伴い太陽光発電設備を新規設
置することが決定したため、太陽光発電設備に係る設計業務を追加する。

478 委託
その他の業
務委託等

いちよし、によし、さんよ
し、みよし！　笑顔がい
いじゃん！！プレミアム
商品券・食事券発行事業
管理運営業務委託（みよ
し市役所）

みよし市役所

・低所得の二人親世帯への商品券配布事業の追加
・代金振り込みにクレジットカード決済の導入
・参加店舗の感染症対策状況の確認・指導のための見回りの実施
・コールセンターの設置

令和3年6月4日 ～ 令和4年3月31日 令和3年6月4日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月28日
株式会社　日本旅行
愛知東支店

48,876,999 62,272,890
新型コロナウイルス感染症により、経済的負担の影響を受けている市民を
幅広く援助するため、低所得の二人親世帯も対象に追加した。また、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための業務を追加した。

781 委託
その他の業
務委託等

新型コロナウイルスワク
チン集団接種運営業務
委託（保健センターほ
か）

保健センター
集団接種の実施日数を変更する。
各看護師の従事時間を変更する。
医師及び看護師の従事人数を変更する。

令和4年1月18日 ～ 令和4年3月31日 令和4年1月18日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月30日 一般社団法人　静純会 68,915,550 53,134,268
新型コロナウイルスワクチン接種需要減少のため、集団接種会場の開設
日数の削減及各看護師の従事時間を変更する。また。接種当日の体調不
良等により人員の欠員が生じ、従事人数及び従事時間が減少したため。

953 委託
その他の業
務委託等

新型コロナウイルスワク
チン集団接種会場運営
等業務委託（保健セン
ターほか）

保健センター

・什器レンタル業務のレンタル物品を追加する。
・什器レンタル業務のレンタル期間を削減する。
・設営、撤去業務の日数を削減する。
・マニュアル、図面作成、研修業務の内容及び数量を削減する。
・事務スタッフ運営業務の日数を削減する。
・業務全体一般管理の日数を削減する。

令和4年1月18日 ～ 令和4年3月31日 令和4年1月18日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月30日
株式会社　セレスポ　名
古屋支店

78,790,987 63,251,903

集団接種の実情に応じて、医療用ベッド等什器レンタル物品を追加する必
要が生じたため、レンタル物品の追加及びレンタル期間のお延長をする。
新型コロナウイルスワクチンの接種需要減少により、当初予定より開設日
数を削減するため、減額する。集団接種会場の開設日数削減により、業務
全体の内容・日数を削減するため、減額する。


