
変更契約の内容（第4四半期　　令和2年1月～令和2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

578 工事 管
北部地区小学校特別教
室空調機設置工事

みよし市内

北部小学校：室内機のドレンアップを５箇所取止める。
三好丘小学校：室内機のドレンアップを２箇所追加する。
黒笹小学校：①既設火災報知器を８箇所移設する。②点検口を

       １箇所追加する。

令和元年7月12日  ～
令和2年1月7日

令和元年7月12日  ～
令和2年1月7日

令和元年1月6日 株式会社　愛三工業 97,988,000 97,988,000

北部小学校、三好丘小学校：ドレン配管について、施工前調査にて排水勾
配が確保できることが分かったため。
黒笹小学校：①室内機設置について、既設火災報知器との有効距離を確
保するため。②室内機設置について、施工性を考慮するため。

582 工事 管
北部地区中学校特別教
室空調機設置工事

みよし市内

・北中学校①技術棟の冷媒・ドレン配管を埋設から架空に変更
する。②ドレン配管用コンクリート貫通処理１箇所取止め、サッシ
アルミパネル改造１箇所追加する。③壁掛け型の室内機取付用
架台取止め。
・三好丘中学校①室内機のドレンアップを６箇所追加する。②ド
レン配管用コンクリート貫通処理１箇所取止め、サッシアルミパ
ネル改造１箇所追加する。

令和元年7月12日　～
令和2年1月7日

令和元年7月12日　～
令和2年1月7日

令和元年1月6日 株式会社　川島鉄工所 75,680,000 75,578,800

・北中学校①試掘の結果、地中梁に干渉すると判明したため。②施工性・
建物保全を検討した結果。③通常の天井吊りで固定できたため。
・三好丘中学校①ドレン配管予定箇所で撤去不可能な既設物があると判
明したため。②施工性・建物保全を検討した結果。

1231 委託
建物等各種施
設管理

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=47,195㎡
剪定（低木）　A=610.0㎡
軽剪定　N=119本
強剪定　N=23本
【変更内容】刈草処分量をW=30,300kgからW=25,590kgに減量す
る。

令和元年5月10日　～
令和2年1月31日

令和元年5月10日　～
令和2年1月31日

令和元年1月6日 木戸造園土木株式会社 9,625,839 9,581,585

上ヶ池雨水幹線の草刈面積について、地元住民より要望があったため、
協議の結果、草刈面積を　A=1,002.0㎡からA=1,416.6㎡に増工する。ま
た、刈草処分量を実績量に合わせてW=30,,300kgからW=25,590kgに減量す
る。

901 工事
とび・土工・コン
クリート

交通安全施設設置工事 市内全域

車止め設置工(土中建込)　N=158(177)本
車止め設置工(基礎式)　N=17(-)
本ガードパイプ設置工　L=144.3(123.0)m
ガードレール設置工　L=5.2(-)m

令和元年11月1日　～
令和2年1月31日

令和元年11月1日　～
令和2年1月31日

令和元年1月6日 半澤建設株式会社 7,480,000 9,313,700

占用者と調整の結果、埋設物の影響により土中建込で施工できない箇所
があったため、車止め設置工(土中建込)を減工し、車止め設置工(基礎式)
を新規計上する。また、ガードパイプ設置工を増工、ガードレール設置工を
新規計上し、進行方向を誤った車両を路外に逸脱することを防ぐとともに
歩行者の安全を確保する。

826 工事 管
市内４中学校配膳室空調
機設置工事

みよし市内 ・空調室外機に安全ネットを追加する。
令和元年10月4日　～
令和2年1月10日

令和元年10月4日　～
令和2年1月10日

令和元年1月7日 ユタカテクノス株式会社 7,900,200 8,230,200 学校からの要望により児童の安全を考慮したため。

827 工事 管
市内７小学校配膳室空調
機設置工事

みよし市内 ・空調室外機に安全ネットを追加する。
令和元年10月4日　～
令和2年1月22日

令和元年10月4日　～
令和2年1月22日

令和元年1月7日 ユタカテクノス株式会社 19,156,500 20,134,400 学校からの要望により児童の安全を考慮したため。

486 コンサル
建設コンサル
（都市計画・地
方計画）

みよし市地域公共交通網
形成計画策定業務委託
（みよし市地内）

みよし市役所
関係団体ヒアリング等業務の一部を減工する。
網形成計画の取りまとめ業務のみよし市地域公共交通網形成
計画書の概要版の作成を増工する。

平成31年4月1日　～
令和2年3月24日

平成31年4月1日　～
令和2年3月24日

令和元年1月10日
株式会社　国際開発コン
サルタンツ

13,273,200 13,317,200

関係団体ヒアリング等には、住民懇談会の開催支援業務が含まれている
が、円滑な運営と参加者から幅広い意見を集めることを目的としてNPO団
体と共同実施するため、共同実施に該当する部分を減工する。
みよし市地域公共交通網形成計画書の作成とは別に、計画の内容を市民
等にもより分かりやすくして周知する概要版を作成するため、増工する。

788 工事 土木一式
河川改修工事（準用河川
砂後川）

みよし市三好町地内
橋梁上部工　主桁工 N=9本　　　　橋面舗装工 A=80.3㎡
排水桝工 N=4組　　　重力式擁壁工 1式　伸縮装置 L=18.3m
8号排水工 1式　鋼製高欄 L=24.5m　　2号床止め工 1式

令和元年9月20日　～
令和2年3月19日

令和元年9月20日　～
令和2年3月19日

令和元年1月15日 野沢建設株式会社 49,500,000 49,971,900
・独立行政法人水資源機構が実施する三好池堤体耐震補強工事に伴い、
三好池の貯留水を砂後川へ放流することとなったため、水量が増加した
分について、締切排水工を新規計上する。

1047 工事 塗装
安全のみどり線設置工事
（市道三好丘あおば17号
線外）

市内全域 路面塗装カラー工　A=746.7（743.1）㎡
令和元年12月13日
～令和2年2月21日

令和元年12月13日
～令和2年2月21日

令和元年1月15日 有限会社　柴田組 7,040,000 7,071,900
各路線において現地の再測量を行い、延長の精査を行った結果、増減が
生じたため、路面カラー工を増工して通学路の認識を高める。

278 工事 建築一式
三吉小学校大規模改修
（１期）建築工事

みよし市三好町　地内

①既設屋内運動場便所及び既設プールの機械設備の撤去処分
を追加する。②既設プール外壁吹付材のアスベスト除去を追加
する。③プール、プール付属棟及び更衣室棟基礎部の柱状改良
施工の深度を延長する。

平成31年7月11日　～
令和2年1月31日

平成31年7月11日　～
令和2年3月25日

令和元年1月17日 滝藤建設株式会社 191,543,000 200,880,900

・増額変更理由：①分離発注の機械設備工事施工業者決定の遅れに対
応するため。②工事前調査にてアスベスト含有が判明したため。③施工中
に支持地盤が設計想定深度より深い箇所にあると判明したため。
・履行期間変更理由：①②によりプール解体に係る日数が増えたため。

417 工事 電気
三吉小学校大規模改修
（１期）電気設備工事

みよし市三好町　地内

①屋内運動場電灯用スイッチ設置を３箇所取止る。②屋内運動
場便所緊急通報装置本体取付位置を職員室へ変更する。③既
設外灯の撤去を追加する。④プールのインターホン新設を学校
全体の既設通話システム系統へ組込む改修に変更する。

令和元年7月22日　～
令和2年1月31日

令和元年7月22日　～
令和2年3月25日

令和元年1月17日 石黒電気工事有限会社 21,500,600 21,572,100

・契約金額変更理由：①スイッチの設置個所を絞りたいと学校から要望が
あったため。②④機器の仕様・配置について緊急時の職員対応が迅速に
行えるものにしたいと学校から要望があったため。③工事を進める中で
プールへの動線の支障になると判断したため。
・履行期間変更理由：分離発注の建築工事が工期延長するため。

438 コンサル 建築設計
三吉小学校大規模改修
（１期）工事監理業務委託

みよし市三好町　地内 履行期間を延長する。
令和元年7月11日　～
令和2年1月31日

令和元年7月11日　～
令和2年1月31日

令和元年1月17日
株式会社　松浦建築事務
所

6,820,000 6,820,000 監理対象工事が工期延長するため。

728 工事 管
三吉小学校大規模改修
（１期）管工事

みよし市三好町　地内

①屋内運動場消火菅の取替を埋設配管から架空配管に変更す
る。②屋内運動場身障者用便所の手洗器を小さい機種へ変更
する。③プール管理室の換気扇を天井扇からパイプファンへ変
更する。

令和元年8月9日　～
令和2年1月31日

令和元年8月9日　～
令和2年3月25日

令和元年1月17日 有限会社　ミヨシ設備 42,163,000 43,468,700

・契約金額変更理由：①現地確認により、架空配管が施工性及び管理上
適していると判断したため。②手洗器を小さいサイズに変更することで手
摺等との配置関係に余裕ができ扱いやすくなるため。③施工性を考慮し、
換気性能を十分満たす機種で再検討したため。
・履行期間変更理由：分離発注の建築工事が工期延長するため。

664 工事 土木一式 保田ヶ池公園整備工事 みよし市三好町地内

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（φ20）L=1.3ｍからL=0.8
ｍに減工する。
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（φ25）L=2.6ｍをL=1.6ｍ
に減工する。
硬質ポリ塩化ビニル管（φ100）L=8.9ｍをL=6.2ｍに減工する。
電線管、EM-IE電線、EM-CEケーブルL=6.2ｍをL=6.6ｍに増工
する。
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（φ30）L=5.2ｍを新規計
上する。
硬質塩化ビニル管（φ100）90度曲管N=4個を新規計上する。

令和元年8月2日　～
令和2年1月31日

令和元年8月2日　～
令和2年1月31日

令和元年1月20日 半澤建設株式会社 34,650,000 34,681,900
既設給水管、排水管、電線管と新規トイレとの接続において、試掘及び測
量の結果、当初想定していた位置と違ったため。

697 工事 土木一式
公共下水道向管布設工
事（三好処理区）

みよし市三好町地内

工事延長　L=28.40m
汚水布設工(VUφ150)　L=27.66m　　塩ビ人孔設置工　N=1基
【変更内容】外副管工N=1箇所を廃工し、内副管工N=1箇所を新
規計上する。表層工A=120.4㎡をA=137.9㎡に増工する。

令和元年8月2日　～
令和2年1月31日

令和元年8月2日　～
令和2年1月31日

令和元年1月21日 有限会社　岩城建設 2,530,000 2,619,100

試掘調査の結果、既設占用管が外副管工の支障となるため、外副管工
N=1箇所を廃工し、内副管工N=1箇所を新規計上する。また、舗装の復旧
範囲について、道路管理者と協議を行い調整した結果、表層工A=120.4㎡
をA=137.9㎡に増工する。

843 工事 管
南部小学校職員室空調
機取替工事

みよし市明知町　地内
①冷媒配管及びドレン配管用コア抜きを５か所追加する。②給
水配管を一部やり替えする。

令和元年10月18日
～令和2年1月31日

令和元年10月18日
～令和2年1月31日

令和元年1月23日 株式会社　愛三工業 6,490,000 6,733,100

①当初、冷媒配管及びドレン配管用の廊下壁の貫通孔は既設を利用する
計画であったが、現場調査の結果、既設の貫通孔では、ドレン配管の勾
配を確保することが困難であったため。②現地調査の結果、室外機の搬
出入経路に給水配管があり、搬出入の際に干渉するため。

584 工事 土木一式
調整池築造工事（三好中
島地区計画１号公共空
地)

みよし市三好町地内 調整池設置工 N=1式　　樋管工 N=1式　　管渠工 N=1式
平成31年4月1日　～
令和2年3月27日

平成31年4月1日　～
令和2年3月27日

令和元年1月24日 野沢建設株式会社 366,120,000 374,859,925

・残土処分について、無償処分地管理者と協議した結果、砂等が混在した
粘性土等について、受入れができないこととなったため、その一部を有償
処分、及び福田池下地区工業団地造成事業の盛土に利用するため、仮
置場へ搬出することに変更する。

804 工事 建築一式
駐輪場整備工事（市道三
好丘自転車歩行者専用
道路5号線）

みよし市三好丘地内
工事延長 L=65m
駐輪場整備 N=1式

令和元年9月20日　～
令和2年2月21日

令和元年9月20日　～
令和2年2月21日

令和元年1月31日 野沢建設株式会社 21,450,000 20,809,800

・他工事との工程調整により、本工事にて設置した仮囲いが施工の際に
支障となることが判明したため、予定していた時期より早く撤去することと
し、設置期間を３か月から２か月へ変更する。また、地権者との調整によ
り、仮囲いの高さについてH=3mからH=2mに変更する。・発生材処分量を
当初計画していた 21.98tから実際の発生量 4.91tに変更する。

658 工事 土木一式
三好西部地区公共下水
道管渠築造工事（第S86
工区）

みよし市福田町地内

工事延長　L=355.8m(L=384.4m)
汚水管布設工(VUφ150)　L=259.98m(L=281.85m)
汚水管布設工(VUφ300)　L=83.64m(L=89.54m)
塩ビ製人孔設置工N=1基　　0号人孔設置工　N=9基(N=10基)
1号人孔設置工　N=3基　　1号ﾚｼﾞﾝ製人孔設置工　N=1基
2号人孔設置工　N=1基

令和元年8月9日　～
令和2年2月28日

令和元年8月9日　～
令和2年2月28日

令和元年2月1日 株式会社　三文 49,500,000 48,609,000

仮設ケーシング施工時に現在も使用している不明管があることが判明し
たため、支障とならない位置に変更する。
現地の詳細検討の結果、現計画では対象地が下水道に接続することが
難しいため、一部箇所を廃工する。
道路管理者と調整した結果、舗装本復旧工、防護柵設置工を減工する。

793 工事 機械器具設置
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箇所（N=15箇所）
処理施設分解整備　N=12箇所（N=9箇所）

令和元年9月27日　～
令和2年28月日

令和元年9月27日　～
令和2年28月日

令和元年2月1日 株式会社　トーブ 42,350,000 50,714,400

　水位計（福谷）が経年劣化が進行しており、施設の運転管理に支障がで
るため、今回工事に合わせて更新を行う。
四井池中継ﾎﾟﾝﾌﾟ№1（莇生）が故障し、緊急の対応が必要なため、今回工
事に合わせて更新を行う。
委託での設備点検の結果、UV計（福谷、新田根浦）、し渣脱水機（新田根
浦）が経年劣化が進行し設備が正常に機能していないため、今回工事に
合わせて分解整備を行う。

747 工事 土木一式
三好公園整備工事（三好
公園）

みよし市三好町地内 照明灯設置工N=2基を新規計上する。
令和元年9月13日　～
令和2年2月28日

令和元年9月13日　～
令和2年2月28日

令和元年2月10日 有限会社　多香久組 27,830,000 29,755,000
事業の進捗をはかり、公園利用者の安全性・利便性を向上させるため、照
明灯設置工を新規計上し、公園施設の整備の早期完了を推進する。

1045 工事 塗装
区画線設置工事（市道黒
笹三好ヶ丘線外）

市内全域

区画線工(W=15cm)L=5,120.4(4,829.4)m
区画線工(ゼブラ W=15cm)L=264.0(-)m
区画線工(ゼブラ W=45cm)L=265.0(-)m
誘導員工N=8(6)人

令和元年12月6日　～
令和2年2月21日

令和元年12月6日　～
令和2年2月21日

令和元年2月13日 有限会社　柴田組 4,114,000 4,942,300

地元調整により区画線工(ゼブラ W=15cm)L=264.0m、区画線工(ゼブラ
W=45cm)L=265.0mを新規計上する。また交差点部分の巻き込みの区画線
を増工することよって、通行車両の安全を確保するため、区画線工
(W=15cm)L=4,839.4mからL=5,120.4mに増工する。

801 工事 土木一式
保田ヶ池公園整備工事そ
の３

みよし市三好町地内

脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　A=248.0㎡（250.9㎡）　張り芝1　A=298.5㎡（-
）
ﾌﾞﾛｯｸ舗装　A=355.0㎡（406.7㎡）　　張り芝2　A=34.9㎡（-）
縁石A　L=231.4m（241.4m）　 園名板　N=1基（-）
縁石B　L=87.6m（93.7m） 横断防止柵　L=77.0m（-）
車止め　N=13基（10基）

令和元年9月20日　～
令和2年2月21日

令和元年9月20日　～
令和2年2月21日

令和元年2月14日 半澤建設株式会社 16,445,000 18,602,100
保田ヶ池公園整備事業の推進を図るため。また、現地測量の結果、現地
状況に合わせ数量を変更する。

921 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
・管理委託する樹木の数量の変更。
・枯木に伴う抜根作業の追加。

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

令和元年2月17日 木戸造園土木株式会社 5,543,429 5,529,495
枯木調査により、管理委託している樹木に枯れているものがあることが判
明したため。

822 コンサル 建築設計
みどり保育園外壁改修工
事設計業務委託

みよし市役所
・アスベスト含有分析調査による検体採取を２検体分追加する。
・外壁調査を追加する。

令和元年9月25日　～
令和2年2月28日

令和元年9月25日　～
令和2年2月28日

令和元年2月20日
株式会社　宇野総合計画
事務所

1,320,000 1,573,000

・当初アスベストの分析調査を２検体としていたが、下地調整材の採取も
必要であり、合計４検体分必要になったため、２検体分を追加する。
・当初外壁のクラック調査は見込んでいたが、塗装の爆裂箇所の調査を見
込んでおらず、打診や目視による外壁の劣化調査が必要となったため、
外壁の爆裂部分の調査を追加とする。

823 コンサル 建築設計
明知保育園外壁改修工
事設計業務委託

みよし市役所
・アスベスト含有分析調査による検体採取を２検体分追加する。
・外壁調査を追加する。

令和元年9月25日　～
令和2年2月28日

令和元年9月25日　～
令和2年2月28日

令和元年2月20日
株式会社　松浦建築事務
所

1,320,000 1,579,600

・当初アスベストの分析調査を２検体としていたが、下地調整材の採取も
必要であり、合計４検体分必要となったため、２検体分を追加する。
・当初外壁のクラック調査は見込んでいたが、塗装の爆裂箇所の調査を見
込んでおらず、打診や目視による外壁の劣化調査が必要となったため、
外壁の爆裂部分の調査を追加とする。

528 工事 土木一式
前田緑道歩道橋耐震補
強工事

みよし市東山台地内

橋台部落橋防止設置工　N=2箇所
橋脚部落橋防止取替工　N=12箇所
橋脚基礎補強工　一式伸縮装置補修工　N=4箇所
橋面補修工　A=211.7㎡

令和元年7月5日　～
令和2年3月16日

令和元年7月5日　～
令和2年3月16日

令和元年2月21日 株式会社　市川工務店 79,200,000 86,115,700

道路管理者との協議の結果、橋脚部落橋防止取替を夜間施工に変更し、
鋼矢板打設引抜の工法を変更する。さらに、大型土のう及び敷鉄板設置
撤去を新規計上する。
入札時の質疑及び質疑回答書に基づき、落橋防止装置取付、アンカーフ
レーム及び橋脚基礎鉄筋挿入、支圧版及び保護カバー設置を新規計上
する。

840 工事 管
総合体育館大規模改修
（10期）機械工事

みよし市三好町地内

受水槽の取替え
既設受水槽　FRP製40m3
撤去新設受水槽　SUS製40m3　新設
上記に伴う機械設備工事一式

令和元年10月25日
～令和2年2月28日

令和元年10月25日
～令和2年2月28日

令和元年2月21日 ユタカテクノス株式会社 18,084,000 19,902,300
当初、受水槽取替え中の仮設給水を直圧式で計画していたが、施設管理
者と協議の結果、施設利用者を考慮し、便所及びシャワー等の使用に支
障がないようにするため、仮設水槽給水に変更する。

852 工事 電気
総合体育館大規模改修
（10期）電気工事

みよし市三好町地内

分電盤及び動力盤の改修
外灯の改修分電盤　11面動力盤　13面
外灯　　18面
上記に伴う電気設備工事一式

令和元年10月25日
～令和2年2月28日

令和元年10月25日
～令和2年3月13日

令和元年2月21日 三好電気設備有限会社 45,078,000 44,882,200

・掘削等による調査の結果、既設外灯基礎を利用することが可能であるこ
とが分かったため、一部基礎を既設利用に変更する。
・分電盤改修の現場作業は、停電作業で行う必要があり、施設利用者を
考慮し、休館日で作業を行うため。

946 工事 ほ装
舗装修繕工事(市道イン
ター2号線)

みよし市根浦町地内
舗装工A=2760.2(2483.6)㎡
アスファルト乳剤添加量を1.13t/100㎡(1.04t/100㎡)
交通誘導員工N=50(38)人東側車線を夜間施工(-)

令和元年11月15日
～令和2年3月2日

令和元年11月15日
～令和2年3月2日

令和元年2月21日 株式会社　佐藤渡辺 33,990,000 39,219,400

最適な配合により施工するため、アスファルト乳剤添加量を1.04t/100㎡か
ら1.13t/100㎡に変更する。現地精査により、舗装工A=2483.6㎡から
A=2760.2㎡に増工する。
隣接する事業者と協議した結果、舗装工について車両の出入りが不定期
であるため営業の支障にならないように一部夜間施工に変更する



702 工事 土木一式
平池浄化センター地下槽
有効利用及び上屋取壊し
工事（平池浄化センター）

みよし市三好町地内

浄化センター改修工　一式　電気設備工　一式　施設撤去工（建
築、機械、電気設備）　一式
【変更内容】・ｼｰｿｰ撤去復旧工　N=1箇所、半円ﾗﾀﾞｰ撤去復旧
工　N=1箇所、ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ撤去復旧工　N=1箇所を廃工する。
・鋼矢板切断撤去工　N=16枚、無筋Co取り壊し工　V=1.0m3を新
規計上。・ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V=17.9空m3、くさび支保 V=77.3空m3
を廃工。
 ・電気設備工の図面の変更。

令和元年8月16日　～
令和2年3月13日

令和元年8月16日　～
令和2年3月13日

令和元年2月25日 野沢建設株式会社 43,450,000 42,267,500

・当初、公園内遊具が工事の支障になると思われていたが、受注者と協議
の結果、支障が無くなったため、シーソー撤去復旧工、半円ラダー撤去復
旧工、ジャングルジム撤去復旧工を廃工する。
・コンクリート打設工において、既設受枠を型枠として流用した結果、支保
工を廃工する。

893 工事 土木一式
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=260.2m　　管渠更生工（φ200）　L=253.0m
【変更内容】　取付管せん孔仕上工をN=2箇所からN=3箇所に増
工する。ﾓﾙﾀﾙ等除去工（φ200）N=2箇所を新規計上する。FRP
内面補修工（φ200）N=1箇所を新規計上する。

令和元年11月1日　～
令和2年3月9日

令和元年11月1日　～
令和2年3月9日

令和元年2月25日 株式会社　サンセルフ 13,290,200 13,898,500

　事前調査の結果、NU62-6ﾏﾝﾎｰﾙに副管があり、更生後にせん孔する必
要があるため、取付管せん孔仕上げ工を増工する。また、管路清掃調査
工の結果、本管内に侵入水が固着した跡が２箇所、本管破損箇所からの
侵入水が１箇所あり、管路更生工を施工するにあたり支障となるため、ﾓﾙ
ﾀﾙ等除去工とFRP内面補修工を新規計上する。

941 工事 ほ装
舗装修繕工事(市道三好
丘自転車歩行者専用道
路5号線)

みよし市三好丘二丁目
地内

舗装工(再加熱式型押しアスファルト工法) A=891.2(775.8)㎡
アスファルト処理工 V=4.9(-)㎥　タイル処理工 V=30.4㎥
コンクリート処理工 V=91.3㎥
(タイル･コンクリート処理工 V=38.8㎥)
交通誘導警備員工 N=56(54)人

令和元年11月15日
～令和2年3月6日

令和元年11月15日
～令和2年3月6日

令和元年2月25日 東亜道路工業株式会社 18,007,000 21,310,300

当初の施工箇所と隣接するアスファルト舗装部の状態が悪いため、舗装
工(再加熱式型押しアスファルト工法)を増工、アスファルト処理工を新規計
上する。
試掘の結果想定していた舗装構成ではなかったため、タイル･コンクリート
処理工をタイル処理工V=30.4㎥、コンクリート処理工V=91.3㎥に変更す
る。
施工量の増工に伴い交通誘導警備員工を増工する。

760 工事 機械器具設置
東山浄化センター切替工
事（東山浄化センター）

みよし市莇生町地内
マンホールポンプ設置工　一式　電気設備工　一式
【変更内容】フランジ継手工　N=1本を新規計上する。

令和元年9月13日　～
令和2年3月15日

令和元年9月13日　～
令和2年3月15日

令和元年2月26日 荏原商事株式会社 11,123,200 11,234,300
隣接関連工事と協議の結果、施工性向上のためフランジ継手工N=1本を
新規計上する。

784 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 消費税率を「10％」から「8％」に変更する。
令和元年9月6日　～
令和2年3月5日

令和元年9月6日　～
令和2年3月5日

令和元年2月26日 内外ガード株式会社 2,401,740 2,358,072 軽減税率の対象品目となることが分かったため。

535 コンサル 建築設計
歴史民俗資料館木造棟
耐震診断及び改修工事
設計業務委託

みよし市役所 ・建築確認申請図書の作成業務を追加する。
令和元年6月18日　～
令和2年3月6日

令和元年6月18日　～
令和2年3月6日

令和2年2月28日
合資会社　ケイデザイン
一級建築士事務所

2,915,000 3,304,400
現地調査の結果、屋根が老朽化しており、改修にて屋根材の葺き替えを
行う場合に、建築確認申請の手続きが必要となるため、建築確認申請図
書の作成業務を追加する。

1117 工事 防水
資料館収蔵庫屋根等防
水改修工事

みよし市西一色町　地内

・外壁の欠損処理の範囲と箇所数を以下のとおり追加する。
モルタルの欠損補修：爆裂（大）23箇所→138箇所、爆裂（中）０
箇所→11箇所、爆裂（小）８箇所→56箇所　露筋欠損補修：爆裂
（中）０箇所→１箇所、爆裂（小）０箇所→63箇所　モルタル浮き
補修：０㎡→18.9㎡

令和元年12月27日
～令和2年3月16日

令和元年12月27日
～令和2年3月16日

令和2年2月28日 木曽建材工業株式会社 8,580,000 9,424,800
・足場設置後の外壁の施工数量調査の結果、補修箇所数と補修範囲の
面積が確定したため、対象部分を追加する。

263 委託
その他の業務
委託等

療育体操業務委託（三好
公園総合体育館）

みよし市役所
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月療育体操実施分
を３回中止し、「全29回」から「全26回」に変更する。

平成31年4月19日　～
令和2年3月28日

平成31年4月19日　～
令和2年3月28日

令和2年3月2日
有限会社　ひまわりス
ポーツ

638,000 572,000
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月療育体操実施分を３回中
止したため。

409 工事 電気
三吉児童クラブ建設（電
気）工事

みよし市三好町地内
・照明器具の個数を３６個→１８個に変更
・引込柱及びハンドホールを１本→０本に変更
・ＴＶアンテナから壁面取付用アンテナへの変更

令和元年6月7日　～
令和2年3月13日

令和元年6月7日　～
令和2年3月13日

令和2年3月2日 石黒電気工事有限会社 10,795,400 9,886,800

・図面と設計書との間に相違が生じていたため、図面に合わせた照明器
具個数（１８個）とする。・中部電力との協議により、敷地内に中電柱を設
置する必要があることが分かったため、当初予定していた引込柱及びハン
ドホールを取止める。
・引込柱の取止めにより、当初、引込柱に取付予定のＴＶアンテナを、壁面
取付用アンテナに変更する。

411 工事 機械器具設置
三吉児童クラブ建設（機
械）工事

みよし市三好町地内
・建物廻りの給排水経路の変更・洗濯機パンから排水金具への
変更

令和元年6月7日　～
令和2年3月13日

令和元年6月7日　～
令和2年3月13日

令和2年3月2日 有限会社　ミヨシ設備 14,283,500 14,543,100

・建物裏の樹木の根が想定より多く、将来的に管理上支障が出る可能性
があるため、建物廻りの給排水経路を変更する。・当初洗濯機パンで計画
していたが、施設管理者と協議の結果、洗濯機置場の使用方法を検討の
上、洗濯機パンから排水金具に変更する。

545 コンサル
建設コンサル
（造園）

三好公園樹木調査診断
業務委託（三好公園）

みよし市役所 履行期間の延長
令和元年6月21日　～
令和2年3月13日

令和元年6月21日　～
令和2年3月27日

令和2年3月2日
玉野総合コンサルタント
株式会社

2,200,000 2,200,000

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた受注者の対応によ
り、令和2年3月15日まで業務を一時中止することとなり、本業務の完了期
日が一時中止期間に含まれることから、業務遂行に支障をきたすため、履
行期間の延長を行う。

546 コンサル
建設コンサル
（造園）

三好公園基本設計・事業
認可図書作成業務委託
（三好公園）

みよし市役所 履行期間の延長
令和元年6月21日　～
令和2年3月13日

令和元年6月21日　～
令和2年3月27日

令和2年3月2日
玉野総合コンサルタント
株式会社

8,668,000 8,668,000

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた受注者の対応によ
り、令和2年3月15日まで業務を一時中止することとなり、本業務の完了期
日が一時中止期間に含まれることから、業務遂行に支障をきたすため、履
行期間の延長を行う。

599 コンサル
建設コンサル
（造園）

中島１号公園実施設計業
務委託（中島１号公園）

みよし市役所 履行期間の延長
令和元年7月5日　～
令和2年3月13日

令和元年7月5日　～
令和2年3月27日

令和2年3月2日
玉野総合コンサルタント
株式会社

5,555,000 5,555,000

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた受注者の対応によ
り、令和2年3月15日まで業務を一時中止することとなり、本業務の完了期
日が一時中止期間に含まれることから、業務遂行に支障をきたすため、履
行期間の延長を行う。

650 コンサル
建設コンサル
（道路）

道路測量設計業務委託
（市道大沢経ヶ峯線）

みよし市役所
路線測量　Ｌ＝(0.6)0.52ｋｍ　　道路設計（予備Ｂ）　L=0.6km
平面交差点予備設計　１式(-)　4級基準点測量 N=16点

令和元年7月26日　～
令和2年3月13日

令和元年7月26日　～
令和2年3月27日

令和2年3月2日
玉野総合コンサルタント
株式会社

6,336,000 6,710,000

・路線測量について、現地踏査の結果、過年度に実施した測量成果が使
用できる状況であったため、路線測量Ｌ＝０．６ｋｍをＬ＝０．５２ｋｍに変更
する。
・4級基準点測量について、地籍調査等による基準点では必要となる基準
点が不足となることが判明したため、4級基準点測量 Ｎ＝１６点を新規計
上する。

703 コンサル 一般測量
用地測量業務委託（都市
計画道路東郷三好線）

みよし市役所 用地測量　Ｌ＝0.05ｋｍ
令和元年8月2日　～
令和2年3月13日

令和元年8月2日　～
令和2年3月27日

令和2年3月2日
玉野総合コンサルタント
株式会社

1,375,000 1,782,000

・用地測量について、法務局へ長狭物の立会について協議したところ、範
囲に変更が生じたため、用地測量Ａ＝１，５００㎡及び２，０００㎡をＡ＝２，
５５０㎡に変更する。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、受注者が感染拡
大防止の措置として業務に係る一時中止措置を講ずることとなったため、
その意向を尊重し、業務の履行期間を延長する。

781 コンサル
建設コンサル
（道路）

用地測量・物件調査業務
委託（都市計画道路蜂ヶ
池線）

みよし市役所

用地測量　１式　 物件調査等　１式
権利調査Ａ＝1,041㎡　　　　建物調査・算定　N=2棟
用地測量Ａ＝(567)609.5㎡　 附帯工作物調査・算定　N=1戸
用地測量修正  A=8,250㎡　　動産調査・算定N=1戸

令和元年9月6日　～
令和2年3月19日

令和元年9月6日　～
令和2年3月27日

令和2年3月2日
玉野総合コンサルタント
株式会社

4,730,000 4,323,000

・用地測量について、登記記録調査及び戸籍簿調査により、用地測量範
囲が確定したため、Ａ＝５６７㎡をＡ＝６０９．５㎡に変更する。
・補助基準点測量について、地籍調査の成果である基準点による測量が
可能であったため、補助基準点測量Ａ＝５６７㎡を廃工とする。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、受注者が感染拡
大防止の措置として業務に係る一時中止措置を講ずることとなったため、
その意向を尊重し、業務の履行期間を延長する。

879 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=95.0ｍ（L=95.2ｍ）
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工　L=93.1ｍ（L=93.4ｍ）
2号人孔設置工　N=1基（N=2基）、3号人孔設置工　N=1基（　-
）
【変更内容】覆工板撤去・設置工N=1式を廃工する。

令和元年11月1日　～
令和2年3月26日

令和元年11月1日　～
令和2年3月16日

令和2年3月2日 有限会社　多香久組 25,300,000 26,538,600

ﾏﾝﾎｰﾙ取付部のφ800のHP管の基礎について、工法を見直した結果、覆
工板が不要となったため、覆工板撤去・設置工を廃工する。
路線№3702について、流域について再調査した結果、管径をHPφ600か
らHPφ700に変更する必要があるため、ﾏﾝﾎｰﾙ№3703を3号ﾏﾝﾎｰﾙに変
更する。

888 工事 電気
市内３中学校武道場非構
造部材耐震化(電気)工事

みよし市内
三好中学校：スピーカー２台を撤去再取付から撤去新設に変更
南中学校：煙感知器を８箇所から５箇所に変更

令和元年11月1日　～
令和2年3月13日

令和元年11月1日　～
令和2年3月13日

令和2年3月2日 ユタカテクノス株式会社 10,367,500 10,367,500
三好中学校：現状使われている既設スピーカーが、壁掛け型ではなく、天
井解体後に再取付が不可能な天井埋込型と分かったため。
南中学校：尾三消防本部三好消防署予防課から指導があったため。

894 工事 土木一式
東山浄化センター切替工
事その３（東山処理区）

みよし市莇生町地内

工事延長L=63.21m
汚水管布設工（VUφ200）L=15.60m
汚水管布設工（VPφ100）L=47.61m
2号ﾚｼﾞﾝ製人孔設置工N=1基　　0号人孔設置工N=2基

令和元年11月1日　～
令和2年3月16日

令和元年11月1日　～
令和2年3月16日

令和2年3月2日 株式会社　三文 17,050,000 18,202,800

　マンホールポンプと圧送管を接合するフランジ短管について、別工事で
施工することにより新設圧送管との接続の施工性が向上することがわ
かったため、フランジ短管及びフランジ継手工を一部廃工する。
　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。

902 コンサル
建設コンサル
（道路）

道路測量設計業務委託
（市道打越黒笹1号線）

みよし市役所
履行期間
令和元年10月18日から令和2年3月23日までを
令和元年10月18日から令和2年7月31日までに変更する。

令和元年10月18日
～令和2年3月19日

令和元年10月18日
～令和2年7月31日

令和2年3月2日
玉野総合コンサルタント
株式会社

5,280,000 5,280,000

本業務は県事業に合わせて進めており、本業務履行期間内に県道の道
路線形が確定しないことから市道打越黒笹１号線の道路線形を決めるこ
とができず、完了が見込めないため県事業と調整を図り、履行期間を１３０
日間延長する。

947 工事 ほ装
舗装修繕工事(市道三
好ヶ丘駒場線)

みよし市打越町地内
舗装工A=3,292.9(3,277.6)㎡
アスファルト乳剤添加量を1.17t/100㎡(1.04t/100㎡)
交通誘導員工N=77(45)人

令和元年11月15日
～令和2年3月6日

令和元年11月15日
～令和2年3月6日

令和2年3月2日 株式会社　藤和アスコン 33,000,000 34,608,200

配合設計試験を行ったところ、最適な配合により施工するため、アスファル
ト乳剤添加量を1.04t/100㎡から1.17t/100㎡に変更する。
現地精査により、舗装工A=3277.6㎡からA=3292.9㎡に増工する。
今回舗装を施工しない橋梁区間において、視認性の統一を図り通行車両
の安全を確保するため区画線工を増工する。

998 工事 機械器具設置
処理施設維持管理工事
その２（明知上、南台処理
区）

みよし市明知町地内　他
ﾎﾟﾝﾌﾟ・機器等更新　N=10台（N=9台）
ﾌﾞﾛﾜｰ分解整備　N=1台

令和元年11月22日
～令和2年3月16日

令和元年11月22日
～令和2年3月16日

令和2年3月2日 藤吉工業株式会社 7,700,000 8,428,200

処理施設維持管理委託の点検時に南台浄化センターの自動微細目ｽｸﾘｰ
ﾝの№1及び№2が過負荷により故障したことを確認し、自動微細目ｽｸﾘｰﾝ
が機能しないと処理水質が低下するため、№1については、当初より今回
工事にて整備予定のため、№2も今回工事に合わせて整備する。

1126 工事
とび・土工・コン
クリート

道路改良工事(市道黒笹
諸輪線外1路線)

みよし市黒笹町地内

防護柵設置工(土中建込)　L=226.1(242.0)m
防護柵設置工(コンクリート基礎)　-(L=30.0m)
防護柵設置工(ベースプレート)　L=47.0(11.0)m
防護柵設置工(土中建込・茶色)　L=6.9(-)m
ガードパイプ撤去工　L=2.2(-)m　ガードレール撤去工　L=6.0(-
)m
コンクリート基礎(t=200)　A=36.7(-)㎡

令和2年1月10日　～
令和2年3月16日

令和2年1月10日　～
令和2年3月16日

令和2年3月2日 半澤建設株式会社 7,645,000 9,684,400

他工事と調整の結果、交差点巻き込み部に防護柵を設置するため、防護
柵設置工(土中建込・茶色)、ガードパイプ撤去工、ガードレール撤去工を
新規計上する。占用者と調整の結果、コンクリート基礎で施工できない箇
所があったため、防護柵設置工(コンクリート基礎)を廃止し、コンクリート基
礎(t=200)を新規計上し、防護柵設置工(ベースプレート)を増工する。

1115 工事 土木一式
既成市街地公共下水道
管渠築造工事（三好中部
地区その４）

みよし市三好町地内
工事延長　L=45.8(37.8)ｍ
汚水管布設工(VUφ150)　L=44.9(37.3)ｍ　1号人孔設置工　N=1
基

令和元年12月20日
～令和2年3月23日

令和元年12月20日
～令和2年3月23日

令和2年3月5日 有限会社　ミヨシ設備 4,713,500 5,678,200
工事施工範囲内において新規建築物の計画があり、早急に下流側管渠
の整備を行う必要が生じたため、工事延長及び汚水管布設工を延伸す
る。

1389 委託
その他の業務
委託等

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

・令和元年度の緑丘児童クラブの支援員配置人数を２人減らし、
北部児童クラブ第２教室の主任支援員１人を支援員に変更。
・コロナウィルス対策による学校の臨時休業に対応するため、３
月の１６日間を６時間延長し、各４クラブに６人を追加配置する。

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2年3月6日
シダックス大新東ヒューマ
ンサービス株式会社

209,797,000 212,778,000
各児童クラブへの入所者数及び開所時間に応じて、人員配置を見直した
ため。

455 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

・令和元年度の南部児童クラブの支援員配置人数を２人減らし、
南部児童クラブ第１教室に、加配を１人追加した。
・コロナウィルス対策による学校の臨時休業に対応するため、３
月の１６日間を６時間延長し、各４クラブに６人を追加配置する。

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2年3月6日
シダックス大新東ヒューマ
ンサービス株式会社

221,040,000 219,647,000
各児童クラブへの入所者数及び開所時間に応じて、人員配置を見直した
ため。

849 工事 建築一式 旭の家耐震改修工事 みよし市福谷町　地内
・廊下の床フローリングを貼り替えとする。
・床組及び小屋組に火打ちを追加する。

令和元年10月18日
～令和2年3月13日

令和元年10月18日
～令和2年3月13日

令和2年3月6日 有限会社　伊藤組 18,425,000 19,901,200

・当初、廊下の床フローリングは一部既設のままとしていたが、隣接する
部屋の床レベルと合わせるため、床フローリングを貼り替えとする。
・内装を撤去したところ、床組及び小屋組に火打が不足していることが分
かったため、火打を追加する。

945 工事 土木一式
側溝整備工事(市道三吉
小学校2号線外1路線)

みよし市三好町地内
側溝工L=241.2(224.0)m　　集水桝工N=3(5)基
底打ちV=3.4(1.6)m3

令和元年11月15日
～令和2年3月16日

令和元年11月15日
～令和2年3月16日

令和2年3月6日 有限会社　大野建設 13,200,000 15,636,500

下水道管理との協議により、マンホール強度を保ちたいためにマンホール
への接続箇所を減らす。よって集水桝工N=5基からN=3基に減工し、底打
ち(インバート(平均) t=5cm)L=52.6mを増工した。
既設側溝の大きさが当初の想定と異なっていたため、構造物とりこわし工
(コンクリート 廃材)　V=20.2m3からV=43.8m3に増工する。



950 工事 土木一式
打越行政区里道整備工
事

みよし市打越町地内
側溝工L=200.4(201.1)m
舗装工A=372.9(369.3)㎡　　コンクリート工A=24.71(-)㎡

令和元年11月15日
～令和2年3月16日

令和元年11月15日
～令和2年3月16日

令和2年3月6日 有限会社　岩城建設 11,550,000 12,039,500
関係者と立会の結果、道路と民地のすりつけのためコンクリート工A=24.71
㎡を計上し乗り入れの安全を図る。

1072 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 芝刈工代価表のうち、処分費を２tから１．３４５tへ減数する。
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2年3月6日 有限会社　ガーデンテクノ 20,624,259 20,591,345
直営での芝刈頻度・刈工調整をして芝を管理していたため、当初見込んで
いた芝刈工に要する芝の処分量が下回ったため、処分費を減数する。

1129 委託
その他の業務
委託等

初期指導教室運営業務
委託

みよし市教育センター
自主通級教室の運営及び家庭学習の計画立案・家庭訪問に伴
う人件費及び直接経費の変更を行う。

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2年3月6日
特定非営利活動法人　と
ルシーダ

11,743,635 11,734,873

新型コロナウイルス感染拡大防止に対する対策を高じる中で、本業務に
おいても自宅で子どもを見ることができない保護者の子どもを限定的に受
け入れる自主通級教室として受け入れるとともに、学校への就学支援を
継続するため通級しない児童生徒に対進家庭学習を推進する等の業務
内容の変更を行うため。

1202 委託
建物等各種施
設管理

道路維持管理業務委託
(市道三好丘線外７路線)

みよし市役所
中木剪定(松)　N=７４６(７５１)本
高木剪定工N=１，０３３(１，０３６)本

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

令和2年3月6日 有限会社　酒井造園 37,233,335 37,145,797
業務中、枯木が確認されたため、伐採工N=７本を新規計上する。中木剪
定工(松)をN=７５１本からN=７４６本に変更し、高木剪定工N=１，０３６本か
ら１，０３３本に変更する。

1205 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・２号線
外)

みよし市役所 処分量を３８，８５０(３３，０６０)kg
平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

令和2年3月6日 野沢建設株式会社 11,445,767 11,545,255
本委託管理業務において発生した剪定枝等の処分量を実数に応じて、処
分量を３３，０６０kgから３８，８５０kgに変更する。

1201 委託
建物等各種施
設管理

街路樹維持管理業務委
託(市道福谷線外６路線)

みよし市役所 高木剪定N=７４５(７４６)本
平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

令和2年3月6日 木戸造園土木株式会社 23,269,076 23,024,428
別事業にて伐採したため高木剪定工N=４４５本からN=４４４本に変更す
る。

1204 委託
建物等各種施
設管理

街路樹維持管理業務委
託(市道東山台弥栄外１５
路線)

みよし市役所
高木剪定工N=９６７(９６８)本
補植工９(-)本

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

令和2年3月6日 木戸造園土木株式会社 23,537,670 25,888,761

別事業にて伐採したため、高木剪定工N=９６８本からN=９６７本に変更す
る。
巡回確認により病害虫の発生を確認し、樹木被害の拡大防止のため、病
害虫防除工中木N=９本、低木A=１０６㎡を新規計上する。街路樹が枯れて
いたため補植工９本を新規計上する。

1206 委託
建物等各種施
設管理

河川草刈業務委託(準用
河川唐沢川外７河川)

みよし市役所
河川草刈一般部A=１４１，１７２．１(１３９，６５０．９)㎡
伐採工N=１７(-)本

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

令和2年3月6日 有限会社　ガーデンテクノ 18,752,429 18,946,221

区画整理中で未使用だった道路が開通されたため管理用道路の支障に
なっていた河川草刈増工する。そのため砂後川の河川草刈一般部A=１３
９，６５０．９㎡からA=１４１，１７２．０㎡に変更する。地元行政区より、河川
のり面に雑木が生えており通行の支障になるため、伐採工N=１７本を新規
計上する。

1200 委託
建物等各種施
設管理

街路樹維持管理業務委
託(市道黒笹線外９路線)

みよし市役所 高木剪定N=４６４(４２９)本
平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

令和2年3月6日 有限会社　ガーデンテクノ 21,335,532 22,117,746
夏季剪定を廃工にし、冬季剪定と一部剪定に変更することによって落ち葉
の量を減らし、通行の支障にならないようにするため。

1203 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
高木剪定工N=１，１７６(１，１７４)本
強剪定工２０(-)本
清掃工　A=１７８，６６０(２４２，６６０)

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

令和2年3月6日 有限会社　孝宗園 38,159,324 37,574,015

業務中、枯木が確認されたため、伐採工N=７本を新規計上する。
三好ヶ丘駅の線路の架線に高木がかかり支障になっていたため強剪定工
N=２０本を新規計上する。他事業の整備の進捗状況により清掃工を減工
する。

850 工事 土木一式
橋梁修繕工事（無名橋５３
号）

みよし市三好丘地内
ひびわれ注入工 L=(394)502m
剥落防止工(シート系) A=(875)856㎡
剥落防止工(塗布系) A=46㎡

令和元年10月18日
～令和2年3月23日

令和元年10月18日
～令和2年3月23日

令和2年3月9日 岡本組株式会社 38,500,000 45,719,300

・ひびわれ注入工について、事前調査を実施したところ、当初計画からク
ラックの幅及び延長の増大が確認された。そのため、補修対象となるク
ラックの増大に伴いひびわれ注入工を増変更する。
・交通誘導警備員について、ローリングタワーを使用した作業時にも、通
行者への安全確保に必要と判断されたためN=18人に増変更する。

775 工事 造園
保田ヶ池公園整備工事そ
の２

みよし市三好町地内

ﾌﾞﾛｯｸ舗装 A=247.3㎡（247.7㎡）　　縁石 L=86.4m（56.5ｍ）
擬木階段　N=20段　　ベンチ　N=4基四阿　N=1基
高木植栽　N=28本　中低木植栽　N=1544本　（N=1508本）
張り芝　A=2,301.8㎡（2,285.7㎡）

令和元年9月13日　～
令和2年3月13日

令和元年9月13日　～
令和2年3月13日

令和2年3月10日 木戸造園土木株式会社 34,980,000 37,020,500

当初、脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装を行う予定であったが、現場状況等を考慮し、ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ舗装に変更する。また、端部処理及び土砂の流出を防ぐため、ﾌﾟﾗ擬
板を新規計上、縁石工Aを増工する。
現地詳細測量の結果、張り芝、植栽基盤工B を増工し、ﾌﾞﾛｯｸ舗装を減工
する。また、植栽基盤工及び、ﾌﾞﾛｯｸ舗装工においては、床掘工を増工す
る。

799 工事 造園
三好中部２号公園整備工
事

みよし市三好町地内

高木植栽工　N=12本　(N=11本)　健康遊具設置工　N=3基
(N=3基)
中低木植栽工　N=1118本　(N=869本)
フェンス設置工　L=81.3m　(L=129.4m)
透水性脱色アスファルト舗装　A=135.7㎡　(A=135.8㎡)
四阿設置工　N=1基　(N=1基)　縁石工L=298.2m　(L=349.4m)
照明灯設置工　N=4基　(N=4基)

令和元年9月20日　～
令和2年3月13日

令和元年9月20日　～
令和2年3月13日

令和2年3月10日 有限会社　ガーデンテクノ 34,760,000 33,806,300
他事業と同調施工が必要な箇所について施工時期の調整をした結果、予
定していた一部の工事をとりやめる。
公園整備を促進するために、樹木の本数を変更する。

408 工事 建築一式
三吉児童クラブ建設（建
築）工事

みよし市三好町地内
・集水桝の増設及び既設集水桝間の接続
・敷地内高木１本の伐根

令和元年6月7日　～
令和2年3月13日

令和元年6月7日　～
令和2年3月13日

令和2年3月12日 野沢建設株式会社 63,690,000 64,589,800

・基礎掘削時に、既設雨水排水管が埋設されており、基礎と干渉すること
が判明したため、集水桝の追加と勾配可変側溝にて、雨水の迂回接続を
行う。
・基礎掘削時に、既存樹木の根が大きく張っていることが判明し、基礎と干
渉するため、樹木を伐根する。

1161 委託
建物等各種施
設管理

児童遊園・児童遊園地遊
具点検業務委託(児童遊
園・児童遊園地)

みよし市役所 児童遊園保守点検をN=８４箇所からN=８１箇所に変更する。
令和元年5月10日　～
令和2年3月19日

令和元年5月10日　～
令和2年3月19日

令和2年3月13日 日本体育機械株式会社 1,344,686 1,316,692 児童遊園の遊具が一時撤去されるため点検回数を減工する。

933 工事 電気
保育園防犯カメラ及び電
気錠付門扉設置工事

みよし市地内
【変更設計概要】
・ダミーカメラから実際のカメラに変更する。
・既設門扉の撤去後に袖壁の補修を追加する。

令和元年11月15日
～令和2年3月19日

令和元年11月15日
～令和2年3月19日

令和2年3月13日 三好電気設備有限会社 15,675,000 16,322,900

・みどり保育園及び打越保育園について、当初正門側等をダミーカメラとし
て計画していたが、施設管理者と協議の結果、園児の安全を考慮するた
め、ダミーカメラから実際のカメラに変更する。
・打越保育園について、既設の門扉を撤去したところ、既設門扉の支柱の
支持部材が袖壁に埋め込まれていたため、撤去後に袖壁の補修を追加
する。

1247 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 東山浄化センターの３月分の水質試験業務を減工する。
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2年3月16日
ホーメックス株式会社　み
よし支店

48,167,150 47,924,307
東山処理区の公共下水道への切替に伴い、東山浄化センターの流入が
停止するため。

829 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
舗装版撤去V=68(23)㎥
鋼矢板工打込 ウォータージェット方式 (-)に変更する。

令和元年10月11日
～令和２年3月23日

令和元年10月11日
～令和２年3月23日

令和2年3月17日 黒柳建設株式会社 128,700,000 136,622,200

舗装版の厚みが当初の想定より厚かったため、舗装工V=23㎥からA=68
㎥に増工する。民地部分に施工の影響がでることが分かったため鋼矢板
工Ⅲ型L=16.8m増工し、のり面の保護をする。地盤調査地盤が固かったた
め鋼矢板工の打込でウォータージェット方式に変更する。

1109 委託
その他の業務
委託等

みよし市手話奉仕員養成
講座開催事業委託(障害
学習センター)

みよし市役所
みよし市手話奉仕員養成講座の講座数について、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止のため、「４３回」から「４１回」に変更す
る。

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

平成31年4月26日　～
令和2年3月19日

令和2年3月18日
一般社団法人　愛知県聴
覚障害者協会

1,032,240 983,840 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため講座が中止されたため。

1125 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
発生材処分量減少による減額変更
発生前　１．３t
変更後　０．７t

令和元年5月10日　～
令和2年3月25日

令和元年5月10日　～
令和2年3月25日

令和2年3月23日 有限会社　孝宗園 2,497,025 2,480,525 発生材処分量実績に応じて減額変更する。

1145 委託 運搬・保管等
給食配送業務委託(学校
給食センター)

学校給食センター
新型コロナウイルス感染症対策としての令和2年3月学校臨時休
業による給食中止に伴い、休止とした車両にかかる燃料費見込
み費用についての減額

令和元年5月10日　～
令和6年8月31日

令和元年5月10日　～
令和6年8月31日

令和2年3月23日 希望運輸株式会社 168,117,040 168,072,600
新型コロナウイルス感染症対策としての令和2年3月学校臨時休業による
給食中止に伴い、休止とした車両にかかる燃料費見込み費用について契
約金額から減額することで協議合意したため減額変更。

1329 委託
建物等各種施
設管理

一般廃棄物収集運搬業
務委託(緑と花のセン
ター)

緑と花のセンター 廃棄物の処理量を４０tから３４．８３tに変更することによる減額。
平成31年4月26日　～
令和2年3月26日

平成31年4月26日　～
令和2年3月26日

令和2年3月26日
モリ環境衛生センター株
式会社

2,448,334 2,357,098 廃棄物の処理量を４０tから３４．８３tに変更するため。

1122 委託
その他の業務
委託等

介護相談員派遣事業委
託(介護サービス提供事
業所)

みよし市役所 令和２年３月に予定していた業務を中止したことによる変更
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2年3月31日
特定非営利活動法人　あ
いちNPO市民ネットワーク
センター

3,050,341 2,742,000

新型コロナウイルス(COVID19)感染症の感染拡大防止措置として、令和２
年２月２１日に本市が決定した「新型コロナウイルス感染拡大防止のため
のイベント等の中止・延期に関する判断基準等について」に沿って、令和２
年３月に予定していた業務を中止したことに伴い減額変更する。


