変更契約の内容（第3四半期
案件番号 業務区分名

業種名

令和2年10月～令和2年12月 変更契約締結分）

工事名(路線等の名称)

工事場所

サイホン堆積土浚渫処理
みよし市三好町地内
工事（湯ノ前雨水幹線）

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

・泥水運搬工及び建設汚泥受入費をＶ＝１０㎥からＶ＝８㎥に減
工する。
令和2年6月5日 ～
・混合廃棄物収集運搬工及び混合廃棄物処分費Ｖ＝１㎥を新規
令和2年10月30日
計上する。
・交通誘導警備員を実績に合わせて６人から４人に減工する。

令和2年6月5日 ～
令和2年10月30日

令和2年10月5日 オオブユニティ株式会社

1,320,000

浚渫・清掃工の結果、当初想定していた汚泥量に対し発生した汚泥量が
少なかったため、泥水運搬工及び建設汚泥受入費を減工する。また、汚泥
1,257,300 以外に混合廃棄物が発生したため、混合廃棄物収集運搬工及び混合廃棄
物処分費を新規計上する。
交通誘導警備員を実績に合わせて減工する。

工事延長 L=259.2(259.6)m、ガードレール設置工(Gr-C-4E 白
色)L=259.2(259.6)m、ゴム袖ビーム(C種 白色) N=-(8)、フェンス
設置工(ネットフェンス メッキ H=1200) L=258.3(259.6)m、交通誘
導員工 N=12(7)人

令和2年7月17日 ～
令和2年10月14日

令和2年7月17日 ～
令和2年10月14日

令和2年10月7日 三好建設工業株式会社

9,768,000

9,909,900

453 工事

しゅんせつ

512 工事

とび・土工・コン 雨水排水整備工事(三好
クリート
下地区)

366 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（都市計画道路
みよし市役所
蜂ヶ池線）

履行期間
【変更前】令和２年５月２２日～令和２年１０月３０日
【変更後】令和２年５月２２日～令和３年１月２８日

令和2年5月22日 ～
令和2年10月30日

令和2年5月22日 ～
令和3年1月28日

令和2年10月14日

玉野総合コンサルタント株
式会社

3,850,000

本委託業務において、対象物件所有者・賃借人への事業説明を行ったが
3,850,000 協力の同意を得るまでに当初想定以上の時間を要した。今後の調査につ
いても賃借人と日程を調整しながら行うため、履行期間を90日間延長する。

297 コンサル

建設コンサル
（道路）

用地測量業務委託（市道
みよし市役所
上ヶ池東谷線）

用地測量 一式権利調査 L=0.15km、A=13,800(9,000)㎡用地調 令和2年4月24日 ～
査 L=0.15km、A=4,200(4,500)㎡
令和2年10月30日

令和2年4月24日 ～
令和2年10月30日

令和2年10月16日

玉野総合コンサルタント株
式会社

2,772,000

2,674,100

343 工事

とび・土工・コン
交通安全施設設置工事
クリート

履行期間
【変更前】令和２年５月２２日～令和２年１０月２８日
【変更後】令和２年５月２２日～令和２年１２月２１日

令和2年5月22日 ～
令和2年12月21日

令和2年10月16日 半澤建設株式会社

12,397,000

12,397,000

19,250,000

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、対象部分の増減を行う。また、当初、ベランダ及び軒先
の笠木下でシート防水をカットし塗膜防水を施工する計画としていたが、防
20,564,500
水業者との協議の結果、既設の笠木及び巾木を残したまま施工することが
困難であることが判明したため、対象部分の笠木及び巾木の撤去・復旧を
追加する。

みよし市三好町地内

市内全域

令和2年5月22日 ～
令和2年10月28日

447 工事

塗装

みどり保育園外壁改修工
みよし市三好丘桜地内
事

・外壁の補修の範囲と箇所数を以下のとおり増減する。
モルタル浮き補修：0㎡→0.23㎡ クラック補修：0.2㎜未満 129.3
ｍ→127.8ｍ、0.2㎜～1.0㎜未満 2.4ｍ→1.8ｍ、1.0㎜以上 8ｍ→
令和2年6月19日 ～
34.7ｍ 塗装爆裂補修：爆裂（大）2箇所→3箇所、爆裂（小）0箇所
令和2年10月30日
→22箇所
・ベランダ防水改修部分の笠木の撤去・復旧及び巾木の撤去工
事を追加する。

615 委託

建物等各種施
設管理

公共下水道管路清掃・調
査業務委託その３（三好 みよし市役所
処理区）

管路清掃・調査（φ150） L=875.5m、公共桝清掃・調査 N=16箇 令和2年8月21日 ～
所（17箇所）
令和2年11月30日

令和2年8月21日 ～
令和2年11月30日

令和2年11月10日 株式会社 浚洗工業

527 委託

建物等各種施
設管理

サンアート樹木等維持管
理業務委託（みよし市勤
労文化会館及びふるさと
会館）

・勤労文化会館分の芝生管理工を1,135㎡追加する。
令和2年7月17日 ～
・ふるさと会館分の中木管理工・生垣管理工・低木管理工の病害
令和3年3月25日
虫防除481Ｌについて中止する。

令和2年7月17日 ～
令和3年3月25日

537 工事

建築一式

資料館本館いす式昇降機
みよし市三好町 地内
設置工事

手摺壁のタイル剥離部分のタイルの撤去・新設を行う。

令和2年7月17日 ～
令和2年12月11日

176 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）

芝刈工の工数を４回から３回に変更する。

452 工事

管

みよし市民病院中央監視
みよし市三好町 地内
装置更新（１期）工事

自動制御盤（R2-01-1、R2-01-2、R2-02、R3-01、RR-01及び
RR-02）内のトランス等の取替えを追加する。

みよし市民病院改修（電
気）工事

みよし市三好町 地内

・1階理学療法室のロスナイ換気扇の取替えに伴う電気設備の改
修を追加する。
令和2年5月13日 ～
・1階外来の泌尿器科及び内科の便所にナースコール設備機器 令和2年12月25日
を設置する。

みよし市三好町 地内

・地下1階サービスヤード東側の屋外に、仮設資材置場を設置す
る。
令和2年5月13日 ～
・屋上塔屋の外壁廻りのシーリングの打替え及び外壁ALCに防 令和2年12月25日
水型吹付塗材を塗装する。

令和2年5月13日 ～
令和2年12月25日

みよし市三好町 地内

・言語聴覚療法室の空調機を家庭用ルームエアコンから一般工
事用パッケージエアコンに変更する。
・1階理学療法室のロスナイ換気扇を取替える。

令和2年5月13日 ～
令和2年12月25日

令和2年5月13日 ～
令和2年12月25日

市内全域

車止め設置工（土中建込・白色）N=213(155)基、車止め設置工
（基礎式・白色）N=35(84)基、車止め設置工（土中建込・茶色）
令和2年5月22日 ～
N=11(16)基、車止め設置工（基礎式・茶色）N=3(-)基、ガードパイ 令和2年10月28日
プ設置工L=251.3(178)m

令和2年5月22日 ～
令和2年12月21日

令和2年11月13日 ～
令和3年2月15日

209 工事

電気

建築一式

みよし市民病院改修（建
築）工事

210 工事

管

みよし市民病院改修（機
械）工事

343 工事

とび・土工・コン
交通安全施設設置工事
クリート

761 工事

土木一式

207 工事

みよし市役所

三好公園総合体育館

さんさんバスバス停雨よけ みよし市三好丘旭及び黒
及びベンチ設置工事
笹地内

配管工（電気引込）１式を新規計上する。

令和2年6月19日 ～
令和2年10月30日

令和2年10月19日 株式会社 第一塗装店

ネットフェンス端部の長さを現状に合わせ加工できることが判明したため、
ゴム袖ビームを廃工しネットフェンスにより隙間が生じないように施工する。
道路端部の形状により通常の根入れの長さでは強度が不足する箇所が
生じるため、支柱の長さを変更し必要な強度を確保する。

用地測量範囲について法務局と協議を行った結果、長狭物については全
辺測量を行うよう指導があったため、権利調査A=9,000をA=13,800に増工す
る。また、用地調査面積については実測面積に基づいてA=4,500㎡を
A=4,200㎡に減工する。
本工事施工前に施工箇所について既埋設管管理者と立会いよる確認に
当初想定していた以上の時間を要した。また、他工事と施工箇所が重複し
ている箇所において工程調整を行う必要があることから、履行期間を54日
延長する。

本管ＴＶ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、取付管ＴＶカメラ調査工及び報告書作成工（取付管）を減工する。

748,000

745,800

令和2年11月13日 有限会社 ガーデンテクノ

1,980,000

1,980,000

令和2年7月17日 ～
令和2年12月11日

令和2年11月27日 株式会社 種岡建設

3,629,406

当初、手摺壁の階段側のみタイルを撤去しコンクリートをはつる予定をし
3,787,300 ていたが、サンダーの振動により吹抜側のタイルが20枚剥離したため、吹
抜側のタイル剥離部分の撤去・新設を行う。

令和2年4月17日 ～
令和3年3月23日

令和2年4月17日 ～
令和3年3月23日

令和2年11月27日 有限会社 ガーデンテクノ

20,900,000

20,446,800

令和2年6月19日 ～
令和2年12月25日

令和2年6月19日 ～
令和2年12月25日

令和2年12月14日 アズビル株式会社

25,213,100

・現場調査の結果、自動制御盤（R2-01-1、R2-01-2、R2-02、R3-01、RR26,504,500 01及びRR-02）内のトランス等が老朽化しているのが判明したため、取替え
を追加する。

47,416,600

・機械工事において、コロナウイルス感染症拡大防止対策として、ロスナイ
換気扇を取替えるため、1階理学療法室のロスナイ換気扇の取替えに伴う
電気設備の改修を追加する。
48,281,200
・施設管理者と協議の結果、1階外来の泌尿器科及び内科にある便所に、
ナースコール設備を設置する必要があると決まったため、ナースコール設
備機器を設置する。

22,660,000

・地下1階の屋内に、コロナウイルス対策用仮設診察室が設置され、資材置
場の確保が生じたため、地下1階サービスヤード東側の屋外に仮設資材置
場を設置する。
25,595,900
・現場調査の結果、塔屋外壁ALC板の継目及び開口部廻りのシーリングが
老朽化していたため、シーリングの打替えを行い、外壁ALCに防水型吹付
塗材を塗装する。

18,425,000

・言語聴覚療法室の配管ルートを調査した結果、冷媒配管の長さがルーム
エアコンの制限長さを超えることが判明したため、家庭用ルームエアコンか
23,920,600 ら一般工事用パッケージエアコンに変更する。
・コロナウイルス感染症拡大防止対策として、部屋の換気回数を増加させる
必要があるため、1階理学療法室のロスナイ換気扇を取替える。

令和2年12月16日 半澤建設株式会社

12,397,000

本工事施工前に既埋設物管理者との立会を行い、施工方法について協
議を行った結果、車止め設置工（基礎式・白色）N=49基を車止め設置工（土
15,735,500 中建込・白色）に変更する。また、横断歩道の開口部が広い箇所や、園児
等の移動経路点検において緊急要対策箇所として位置づけられた箇所に
ついて、車止め設置工（土中建込・白色）N=9基を追加計上する。

令和2年12月25日 野沢建設株式会社

2,255,000

令和2年11月13日 ～
令和3年2月15日

令和2年5月13日 ～
令和2年12月25日

令和2年12月14日 ユタカテクノス株式会社

令和2年12月14日 加藤建設株式会社

令和2年12月14日 株式会社 愛三工業

2,304,500

・サンアート周辺住民対応として、勤労文化会館分の芝生管理工（芝刈り
機械刈り）の追加の必要性が生じたため。
・ふるさと会館分のうち、中木管理工・生垣管理工・低木管理工の病害虫防
除が不要となったため。

芝の生育状況により、当初見込んでいた芝刈の回数の実施が必要なく
なったため変更する。

バス停で夜間の安全を確保するため照明による対策を行う。それに伴い
電気の引込（配管工）を行う。

