変更契約の内容（第4四半期
案件番号 業務区分名

業種名

令和3年1月～令和3年3月 変更契約締結分）

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

みよし市三好丘 地内

①【全便所】壁面について、既設タイル全撤去から部分補修に変
更し、新規塗装仕上げ面は塗装から化粧板張りに変更する。
令和2年5月15日 ～
②【児童用便所(3)(4)】前室目隠し壁について、既設仕上げ撤去
令和3年2月26日
を取止める。
③【全便所】掃除用流しと手摺の取替えを追加する。 等

令和2年5月15日 ～
令和3年2月26日

令和3年1月8日 株式会社 ヒラオ工務店

みよし市福谷町地内

履行期間
【変更前】令和２年９月９日～令和３年１月２２日
【変更後】令和２年９月９日～令和３年２月１９日

令和2年9月9日 ～
令和3年1月22日

令和2年9月9日 ～
令和3年2月19日

令和3年1月8日 株式会社 佐藤渡辺

・地質調査 L=15mをL=14mに変更する。
・履行期間
【変更前】令和2年5月22日～令和3年1月15日
【変更後】令和2年5月22日～令和3年3月26日

令和2年5月22日 ～
令和3年1月15日

令和2年5月22日 ～
令和3年3月26日

令和3年1月8日

令和2年6月19日 ～
令和3年1月25日

令和2年6月19日 ～
令和3年1月25日

昭和コンクリート工業株式
令和3年1月8日
会社

244 工事

建築一式

三好丘小学校トイレ改修
工事

590 工事

ほ装

舗装修繕工事(市道竹ヶ
花三好丘線)

372 コンサル

建設コンサル
（造園）

北井山公園実施設計業務
みよし市役所
委託（北井山公園）

土木一式

河川改良工事（準用河川
みよし市明知町地内
茶屋川）

上部工 一式護岸工 L=30.8(29.2)m

建築一式

総合体育館大規模改修
(11期)建築工事

みよし市三好町地内

・更衣室(男女共)の外壁側の壁は、クロス撤去の上、化粧ケイカ
ル板張りとする。
令和2年6月12日 ～
・更衣室(男女共)の床材について、アスベスト含有物として撤去 令和3年1月22日
及び処分とする。

令和2年6月12日 ～
令和3年1月22日

管

総合体育館大規模改修
(11期)機械工事

みよし市三好町地内

・冷温水発生機の信号線を１本追加する
令和2年6月12日 ～
・自動制御設備の配線ルートを変更し、天井点検口及びコア抜き
令和3年1月22日
を取止める

令和2年6月12日 ～
令和3年1月22日

406 工事

電気

総合体育館大規模改修
(11期)電気工事

みよし市三好町地内

３階機械室の排風機EF-14及びEF-15のブレーカーの交換及び
令和2年6月12日 ～
電線の入替えを追加する・事務室内の監視カメラのハードディス
令和3年1月22日
クの更新を行う

令和2年6月12日 ～
令和3年1月22日

令和3年1月12日 三好電気設備有限会社

655 工事

土木一式

バリアフリー設備設置工 みよし市黒笹及び三好町 工事延長 L=276.2(287.2)m、視覚障害者誘導用ブロック設置工
事（市道黒笹線外６路線） 地内
L=295.1(307.2)m

令和2年9月11日 ～
令和3年1月29日

令和3年1月12日 半澤建設株式会社

747 工事

とび・土工・コン
カーブミラー設置工事
クリート

421 工事

411 工事

405 工事

10 委託

建物等各種施
設管理

令和2年9月11日 ～
令和3年1月29日

玉野総合コンサルタント株
式会社

令和3年1月12日 加藤建設株式会社

令和3年1月12日 株式会社 三栄空調

変更前契約金額 変更後契約金額

133,100,000

53,240,000

53,240,000

本工事施工路線で地元行政区より歩道修繕の要望を受け現地を確認し
た結果、舗装や側溝の状態が悪く補修が必要と判断され、側溝の据え直し
と舗装補修を追加計上することとしたため、施工に要する期間（28日間）を
延長する。

4,620,000

4,591,400

・地質調査を実施したところ、設計に必要な支持層を確認できたため、実績
にあわせて変更する。
・トイレ設置位置を決定するにあたり、関係機関との調整に時間を要したた
め、履行期間を７０日延長する。

118,800,000

・既設車道部において舗装の流動が見受けられるため、車道舗装構成を変
更し交通開放後の流動防止を図る。また、舗装面積について立会及び現地
122,617,000 測量に基づき変更する。
・車両の逸脱事故及び歩行者の転落防止を図り、より一層の歩行者の安全
性を確保するため、安全施設工を新規計上する。

30,635,000

・更衣室(男女共)及び洗面室の既存の床について、アスベスト含有ビニルタ
イルであることが判明したため、アスベスト含有物として撤去及び処分とす
る。
34,050,500
・クロス撤去後、ポリスチレンフォームの上、化粧ケイカル板張りとしていた
が、既設の壁が断熱材付き石こうボードの上、クロス貼りとなっていたた
め、クロス撤去の上、化粧ケイカル板張りとする。

86,020,000

・納入予定の冷温水機の機種が、設計時に想定していた機種と異なり、機
械室から事務室までの信号が必要なため、冷温水機の信号線を１本追加
86,020,000 する。
・現場調査の結果、一部配管のコア抜きが困難な部分があるため、自動制
御設備の配線ルートを変更し、天井点検口及びコア抜きを取止める。

14,179,000

・現場調査の結果、排風機本体の定格電流と分電盤内の定格ブレーカー
の定格電流に相違があったため、排風機EF-14及びEF-15のブレーカーの
14,363,800 交換及び電線の入替えを追加する。
・現地調査の結果、メーカー推奨更新時期を過ぎており老朽化しているた
め、事務室内の監視カメラのハードディスクの更新を行う。

4,570,500

本工事施工前に受注者との現地精査を行った結果、平面図(1)のNo.2に
ついて、鏡面が車道上にはみ出てしまうことが確認されたため、直柱から上
5,249,200 曲柱に変更する。また、当初電柱共架にて施工予定であった平面図(2)の
No.7について、電柱管理者の許可が得られなかったため、SP基礎に変更を
行う。

令和2年11月1３日 ～ 令和2年11月1３日 ～
令和3年1月29日
令和3年1月29日

令和3年1月14日 野沢建設株式会社

5,115,000

三好公園総合体育館等設
備管理業務委託（三好公 三好公園総合体育館
園総合体育館 他６施設）

第７号表 代価表
名称：ガス焚き二重効用冷温水発生器 品種：240ＲＴ
変更前回数： ６回
変更後回数： ２回 増減
：△４回

令和2年4月1日 ～
令和3年3月31日

令和3年1月15日 サンエイ株式会社

12,815,000

積み木 8000ピース⇒ 6450ピース
運搬費 一式追加
収納ケース規格：50cm×35cm×20cm ⇒ 53cm×36.5cm×
11cm
履行期間
【変更前】令和２年４月２４日～令和３年１月２９日
【変更後】令和２年４月２４日～令和３年３月２６日

令和2年4月24日 ～
令和3年1月29日

令和2年4月24日 ～
令和3年3月26日

令和3年1月18日

令和2年4月1日 ～
令和3年3月31日

現地測量精査の結果、当初設計との測量誤差が生じたため、数量を修正
する。また、市役所の南のバス停付近の施工について、関係機関と協議を
重ね、総合的な整備が必要との判断があったため、今回該当箇所部分の
施工延長を減工する。

4,730,000

・No.2について、支柱を直柱から上曲柱に変更する。
・No.7について、施工方法を電柱共架からSP基礎に変更する。

市内全域

変更理由

①新型コロナウィルス感染症の影響で、学校の夏休みが短縮され、騒音・
振動作業であるタイル撤去作業を行なえる休校日数が減ったことにより、騒
音・振動作業が少なく施工の速い改修方法にする必要があるため。
135,777,400 ②仕上げ材であるアクリル樹脂プラスターの塗膜が硬く、撤去が困難なた
め。
③既設器具取り外し時に破損や錆が見られ、撤去後再取り付け不可と判断
したため。 等

総合体育館空調設備点検業務(第７号表 代価表)中ガス焚き二重効用冷
12,069,488 温水発生器240RTについて、総合体育館大規模改修による機器更新があ
り、保証期間中のメーカーによる無償作業の対象となったため変更する。

伐採したヒノキを自然乾燥後、製材したところ想定以上のふしがあり、使
用できる木材が予定より少なくなってしまったため内容を変更する。また完
成品はみよし市から木曽森林組合まで受け取りに行く予定であったが、コロ
847,000
ナの影響もあり完成品は木曽森林組合から搬送してもらうこととし、令和３
年１月１４日に愛知県下に緊急事態宣言が発令されたことを受け履行期間
を延長する。

255 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 みよし市役所
委託

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３年１月２８日
【変更後】令和２年５月２２日～令和３年３月２６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3月26日

令和3年1月18日

玉野総合コンサルタント株
式会社

3,850,000

3,850,000

848 工事

電気通信

三好ヶ丘駅前広場整備工
事その３（都市計画道路 みよし市三好丘地内
三好ヶ丘停車場線）

履行期間
【変更前】令和２年１２月２５日～令和３年２月２６日
【変更後】令和２年１２月２５日～令和３年３月２５日

令和2年12月25日 ～
令和3年2月26日

令和2年12月25日 ～
令和3年3月25日

令和3年1月19日

ひまわりネットワーク株式
会社

1,826,000

本ネットワークカメラ専用配線を既設のNTT配線に接続するため、共架す
1,826,000 る電柱の管理者であるNTTと協議を進めているが、想定以上に時間を要し
ているため、履行期間を27日延長しなければならないため。

639 工事

土木一式

東山行政区里道整備工事 みよし市明知町地内

工事延長 L=51.45m、側溝工（PU3-300A） L=89.8(48.6)m、側溝
工（PU3-300B） L=8.4(32.8)m、暗渠工（□300） L=5.5(22.7)m、舗 令和2年9月29日 ～
装工 A=255.1(248.6)㎡、コンクリート舗装工（t=10cm） A=12.6(-) 令和3年2月5日
㎡

令和2年9月29日 ～
令和3年2月5日

令和3年1月20日 有限会社 岩城建設

6,380,000

6,380,000

325 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 みよし市役所
１８箇所）

草刈 Ａ＝４７，３５１．７㎡、剪定（低木） Ａ＝６１０．０㎡、軽剪定 令和2年5月1日 ～
Ｎ＝５２本（１２２本）、基本剪定 Ｎ＝１３７本（―）
令和3年2月5日

令和2年5月1日 ～
令和3年2月5日

木曽森林組合

令和3年1月25日 木戸造園土木株式会社

856,900

10,340,000

本委託業務において、対象物件賃借人への事業説明を行い協力の同意
を得ることは出来た。後日調査日について連絡をしたが、連絡が取れない
状態が続いており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57日間延長する。

側溝布設位置等を精査した結果、側溝（PU3-300A）での施工が可能な箇
所があったため、側溝工（PU3-300A）を増工し、側溝工（PU3-300B）と暗渠
工（□300）を減工する。また、道路からの乗入れの段差をコンクリ―トで擦
り付けることとしたため、コンクリート舗装工（t=10cm）を新規計上する。

・森曽第２調整池内の雑木の種子が飛散しているため、雑木の剪定を新規
計上する。
・黒笹いずみ一丁目調整池の樹木が想定より生長し交通に支障が生じてい
12,623,600 るため、剪定方法を変更する。
・三好丘あおば二丁目調整池の樹木が想定より生長し鉄道の運行に支障
をきたしているため、剪定方法を変更する。
・刈草処分量を実績値に合わせて変更する。

480 工事

電気通信

小学校校内通信ネット
ワーク整備工事

みよし市内

①【黒笹小】HUBBOXについて既設流用のため不要（7台）
②【北部小】HUBBOXについて既設流用のため不要（1台）
令和2年7月10日 ～
③【北部小・緑丘小】点検口設置工事追加
令和3年3月1日
④【黒笹小】点検口設置工事追加⑤【全校】敷設ケーブル数量変
更

みよし市内

①体育館無線アクセスポイントにガードカバーを取り付ける。
②三好中普通教室棟HUBBOX設置位置の変更によりLANケーブ
ルを新設する。
令和2年7月10日 ～
③北中既設配線流用不可のため、LANケーブルを新規で敷設。 令和3年3月1日
④三好丘中一部既設ケーブル流用不可のため、LANケーブルを
新規で敷設。

令和2年7月10日 ～
令和3年3月1日

令和3年2月1日

令和2年7月10日 ～
令和3年3月1日

令和3年2月1日 ＯＫＩクロステック株式会社

481 工事

電気通信

中学校校内通信ネット
ワーク整備工事

743 工事

土木一式

河川浚渫工事（準用河川
みよし市莇生町地内外
寺田川外2河川）

工事延長 L=1567.5m
浚渫工 V=1126.1(1123.2)m3

令和2年11月27日 ～
令和3年2月19日

令和2年11月27日 ～
令和3年2月19日

令和3年2月1日 岡本組株式会社

359 コンサル

建設コンサル
（造園）

福谷公園基本構想策定業
みよし市役所
務委託（福谷公園）

公園基本計画
A=3.90haワークショップ
N=4回(-)
アクセス道路実現可能性検討 N=1式

令和2年5月15日 ～
令和3年3月26日

令和2年5月15日 ～
令和3年3月26日

令和3年2月1日

599 工事

土木一式

三好西部地区公共下水道
管渠築造工事（第S87工 みよし市福田町地内
区）

履行期間
【変更前】令和２年９月１１日～令和３年２月２６日
【変更後】令和２年９月１１日～令和３年３月１９日

令和2年9月11日 ～
令和3年2月26日

令和2年9月11日 ～
令和3年3月19日

令和3年2月5日 株式会社 三文

739 工事

電気

公園照明灯ＬＥＤ改修工
事（三好公園）

照明灯撤去 N=7基、照明灯設置 N=7基、水銀ランプ撤去
N=18個（17個）、LEDランプ設置 N=15個（17個）、LED灯具設置
N=3基（-）

令和2年11月13日 ～
令和3年3月5日

令和2年11月13日 ～
令和3年3月5日

令和3年2月5日 三好電気設備有限会社

653 工事

土木一式

断面修復工 一式、 舗装打替え工 一式、ひび割れ注入工 一
橋梁修繕工事（無名橋39 みよし市福田町及び明知
令和2年9月29日 ～
式、区画線工 一式、ひび割れ充填工 一式、塗装塗替え工 一
号外1橋）
町地内
令和3年2月19日
式、当て板補修工 一式

令和2年9月29日 ～
令和3年2月19日

令和3年2月8日 野沢建設株式会社

塗装

安全のみどり線設置工事
市内全域
（市道山伏大日線外）

令和2年10月16日 ～
令和3年2月26日

令和2年10月16日 ～
令和3年2月26日

590 工事

ほ装

舗装修繕工事(市道竹ヶ
花三好丘線)

みよし市福谷町地内

工事延長L=780.7(708.5)m、舗装工A=5163.1(5187.0)㎡、歩道舗
装工A=103.8(-)㎡、舗装工(接続部)A=13.5(-)㎡、側溝据替工
L=72.1(-)m、街渠補修工L=6.5(-)m

令和2年9月9日 ～
令和3年1月22日

令和2年9月9日 ～
令和3年2月19日

592 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２)

みよし市三好町地内

履行期間
【変更前】令和２年８月１４日～令和３年２月２６日
【変更後】令和２年８月１４日～令和３年３月１９日

令和2年8月14日 ～
令和3年2月26日

269 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

土木一式

側溝整備工事（市道三吉
みよし市三好町地内
小学校1号線）

塗装

区画線設置工事その２
（市道黒笹いずみ16号線
外）

708 工事

646 工事

772 工事

みよし市三好町地内

ひまわりネットワーク株式
会社

玉野総合コンサルタント株
式会社

131,450,000

①②既設盤内にＰＯＥを設置するスペースが確保できたため、ＨＵＢＢＯＸ設
置不要となった。
③設置予定場所としていた廊下壁面にスペースが確保できなかったため、
130,493,000
天井裏にＨＵＢＢＯＸを設置した。
④ケーブル配線のため点検口が必要となったため。
⑤効率的な配線ルートとしたことにより敷設数量が減ったため。

52,250,000

①体育館に設置する無線アクセスポイントに破損を防ぐカバーを設置する
ため。
②当初屋外に取付予定のHUBBOXは防水仕様ではないため、トイレ内に設
53,134,400 置することでLANケーブルの敷き直しが必要となったため。
③既設配線が新設POEに届かず、LANケーブルを新設するため。
④既設ケーブルが壁内で固定されていて流用ができないため、新規配線を
敷設するため。

33,330,000

33,711,700

本工事着手前に行った現地詳細測量の結果、掘削工を増工し適切な廃
棄物処理を行う。

6,710,000

地元行政区とワークショップの開催について事前調整を行ったところ、本
7,338,100 公園への新たなアクセス道路を検討することとなったため、アクセス道路の
検討を新規計上する。

66,000,000

553-2路線の中部電力の高圧線が横断している箇所について、当初は開
削工法での施工を検討していたが、開削工法による施工が困難であること
66,000,000 判明した。受注者と協議した結果、鋼製さや管推進工法へ変更することとな
り、推進工の準備並びに施工に時間を要するため、全体工程の見直しを
行った結果、現工期内での工事完了が困難であるため工期を延長する。

9,735,000

9,996,800

・照明灯２基について灯具を確認した結果、劣化が進んでいたため、ランプ
の取替から灯具の取替に変更する。
・事業の進捗を図り、公園利用者の利便性を向上させるため、LED灯具設
置を１基新規計上する。

13,200,000

13,200,000

他工事と施工箇所が重複している箇所について、工程調整を行う必要が
生じ、不足の日数を要するため履行期間を延長する。

2,695,000

本工事施工前に行われた受注者による設計照査及び現地測量の結果、
当初設計との測量誤差があったため、設計数量の修正を行う。また、学校
3,018,400 関係者や地元行政区と施工箇所について詳細な検討と調整を行った結
果、抜け道として利用されている道路に於いて、通学路の認識を高め、児
童の安全を確保するため、路面塗装カラー工の追加計上を行う。

令和3年2月8日 株式会社 佐藤渡辺

53,240,000

・地元行政区や近接工事と調整した結果、舗装工を減工する。地元行政区
より歩道修繕の要望を受け、早急に修繕し、歩行者の安全な通行を確保す
55,160,600 る必要があると判断したため、歩道舗装工と側溝据替工を新規計上する。
・地元行政区から、近隣住民や道路利用者への影響を抑えてほしいとの要
望があり、検討・協議した結果、交通誘導警備員を増員する。

令和2年8月14日 ～
令和3年3月19日

令和3年2月9日 有限会社 ミヨシ設備

13,695,000

13,695,000

令和２年４月２３日に契約締結をした樹木維持管理業務委託の
令和2年4月24日 ～
処分量について実績値に基づき、令和３年２月１０日付けで「１ｔ」
令和3年2月26日
から「２ｔ」に変更する

令和2年4月24日 ～
令和3年2月26日

令和3年2月10日 有限会社 酒井造園

1,540,000

1,565,300

工事延長 L=47.2(43.8)m、側溝工PU3-300A L=80.0(75.6)m、舗 令和2年9月29日 ～
装工 A=142.3(133.5)㎡
令和3年2月26日

令和2年9月29日 ～
令和3年2月26日

6,259,000

本工事施工前に現地精査を行った結果、既設側溝との取り付けの調整に
より、側溝工と舗装工を増工し、それに伴う作業土工の増工も行う。また、
6,488,900 本工事施工前に、本工事施工内容について警察との協議を行った結果、一
時停止と合わせて横断歩道がある箇所については、横断歩道予告を再塗
布しないように指示があったため、横断歩道予告の区画線を廃工する。

路面カラー塗装工を A=223.2㎡からL=251.1㎡に増工

区画線設置工(実線W=15cm、白色) L=13108.0(12080.0)m、区画
線設置工(実線W=30cm、白色) L=525.7(507.5)m、区画線設置工
みよし市黒笹いずみ地内
令和2年11月27日 ～
(破線W=15cm、白色) L=319.3(60.0)m、区画線設置工(実線
外
令和3年2月26日
W=45cm、ゼブラ、白色) L=68.9(48.0)m、区画線設置工(文字記
号、W=15cm換算、白色) L=470.44(849.3)m

344 コンサル

建設コンサル
（道路）

道路設計業務委託（市道
みよし市役所
大沢経ヶ峯線）

・ボーリング調査 N=2箇所を新規計上する。
・擁壁予備設計及びL型擁壁詳細設計 N=1箇所をN=2箇所に変
更する。
・地盤処理工設計 N=2箇所を新規計上する。
令和2年5月1日 ～
・プレキャストL型擁壁割付一般図作成 N=1箇所を新規計上す
令和3年2月26日
る。
・履行期間
【変更前】令和2年5月1日～令和3年2月26日
【変更後】令和2年5月1日～令和3年3月24日

710 工事

ほ装

舗装修繕工事（市道莇生
みよし市莇生町地内
新田線）

工事延長 L=87.8(76.7)m、舗装工 A=350.0(293.0)㎡

令和2年10月16日 ～
令和3年2月26日

令和3年2月8日 有限会社 柴田組

令和3年2月10日 有限会社 多香久組

令和2年11月27日 ～
令和3年2月26日

令和3年2月12日 株式会社 東亜製作所

令和2年5月1日 ～
令和3年3月24日

玉野総合コンサルタント株
令和3年2月12日
式会社

令和2年10月16日 ～
令和3年2月26日

令和3年2月15日 大下建設有限会社

HR145路線において支障となる物件が移転することとなった。中部区画整
理組合と街路担当と協議した結果、移転に伴い道路築造を行うこととなっ
た。それに伴い占用物である下水本管の布設を早める必要が生じたため工
期を２１日間延長する。
剪定枝等の処分量について、実績値が2,390㎏（前期960㎏、後期1,430
㎏）であったため、実績に応じて変更する。

11,330,000

本工事施工前に行われた受注者による設計照査及び現地測量の結果、
当初設計との測量誤差があったため、設計数量の修正を行う。また、本工
11,638,000 事施工区域に隣接する市道黒笹三本木線において、交通量の増加によ
り、区画線の消滅が進行しており、道路利用者の安全を確保する必要があ
るため、当該箇所の区画線工を追加計上する。

16,940,000

・地元、土地改良区、警察との協議を進めた結果、道路の縦断計画が決定
し、杁ノ奥池の横及びNo.69付近の高低差処理を擁壁で行うため、ボーリン
グ調査を新規計上する。またボーリング調査の結果、地盤処理工設計及び
21,766,800
擁壁設計を新規計上し、No.73付近についてはプレキャストL型擁壁割付一
般図作成を新規計上する。
・警察協議の長期化に伴い、業務履行期間を延長する。

2,530,000

舗装計画範囲に隣接している箇所にクラックやたわみ等による破損が進
2,978,800 行しており、早急に修繕を行う必要が生じていたため、周辺への影響や事
業の進捗状況を考慮し、舗装工を293.0㎡から350.0㎡に増工する。

766 工事

352 コンサル

82 委託

241 工事

243 工事

242 工事

657 工事

735 工事

820 工事

825 工事

745 工事

建築一式

建設コンサル
（造園）

莇生老人憩いの家トイレ
改修工事

みよし市莇生町地内

三好公園実施設計等業務
みよし市役所
委託（三好公園）

議会映像インターネット配
映画等製作・広
信事業業務委託（みよし みよし市役所
告・催事
市役所）

・1階女子トイレの和式便器を洋式便器に改修する工事を追加す
令和2年11月13日 ～
る。
令和3年3月25日
・2階トイレのトイレブースを2箇所から1箇所に変更する。

玉野総合コンサルタント株
式会社

20,141,000

一般質問の配信が６月に２日、３月に１日なくなることによる映
像配信管理費（６月、３月）の減額

令和2年4月1日 ～
令和3年3月31日

令和3年2月19日

ひまわりネットワーク株式
会社

4,950,000

令和2年4月1日 ～
令和3年3月31日

南部小学校トイレ改修工
事

みよし市明知町 地内

建築一式

緑丘小学校トイレ改修工
事

①【全便所】掃除用流しと手摺の取替えを追加する。
みよし市三好丘緑 地内 ②【校舎棟便所・プール便所】通気管の増設を追加する。
③【多目的便所】便所入口扉の取替えを追加する。 等

土木一式

雨水排水整備工事(半野
木地区)

土木一式

令和2年5月15日 ～
令和3年2月26日

令和2年5月15日 ～
令和3年2月26日

令和2年5月15日 ～
令和3年2月26日

令和3年2月19日 加藤建設株式会社

令和3年2月19日 株式会社 メイダイ

令和2年5月15日 ～
令和3年2月26日

令和2年5月15日 ～
令和3年2月26日

産廃処分工V=12.7(4.2)㎥、舗装工A=186.5(193.5)㎡、区画線工
令和2年9月29日 ～
(W=15cm)L=51.2(49.2)m、区画線工(W=30cm)L=3.9(4.4)m、区画線
令和3年2月26日
工(W=45cm)L=11.6(7.6)m、交通誘導員工をN=34(24)人

令和2年9月29日 ～
令和3年2月26日

防火水槽撤去工事（三好
みよし市三好町地内
下地区）

・コンクリート構造物取壊し工をＶ＝１６．４m3からＶ＝１．８m3に
減工する。
・ウォールソーイング工をＮ＝１式新規計上する。
・コンクリート構造物撤去工をＮ＝１式新規計上する。
・本復旧の表層工をＡ＝１２．５㎡から７．５㎡に減工する。

令和2年11月6日 ～
令和3年3月19日

農業集落排水管路更生工
みよし市福田町地内
事（福田処理区）

工事延長 Ｌ＝２１０．５ｍ（１９３．５ｍ）、管渠更生工（φ２００）Ｌ
＝１７７．９ｍ（１３３．１ｍ）、管渠更生工（φ１５０）Ｌ＝３２．６ｍ（５
３．２ｍ）
令和2年12月25日 ～
【変更内容】
令和3年3月12日
・取付管仕上工をN=12箇所に増工
・内面補修跡除去工N=3箇所、取付管突出処理工N=2箇所、ﾓﾙﾀ
ﾙ等除去工N=11箇所、薬液注入工N=6箇所を新規計上する。

令和2年12月25日 ～
令和3年3月12日

令和3年3月1日 野沢建設株式会社

土木一式

農業集落排水汚水マン
ホール改築工事（明知処
理区）

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋替工（φ600） N=21箇所
【変更内容】
・舗装版切断(円形ｶｯﾀｰ) N=10箇所を廃工し、舗装版切断(t=15
令和2年12月25日 ～
㎝以下)をL=88m新規計上する。
令和3年3月12日
・円形ｶｯﾀｰ舗装復旧工をN=21箇所からN=10箇所に減工し､表層
工をA=41㎡、上層路盤工A=22㎡新規計上する。
・交通誘導警備員を実績に応じて21人から50人に変更する。

令和2年12月25日 ～
令和3年3月12日

令和3年3月1日 有限会社 多香久組

ほ装

舗装修繕工事（市道三好
丘自転車歩行者専用道路 みよし市三好丘地内
５号線）

工事延長 L=83.8m、舗装工(再加熱式型押しアスファルト工法)
A=535.3(500.6)㎡

令和2年11月13日 ～
令和3年3月12日

令和2年11月13日 ～
令和3年3月12日

令和2年12月25日 ～
令和3年3月19日

土木一式

みよし市三好町地内

みよし市明知町地内

・現地踏査及び測量により当初計画していた点数では見通しがきかないた
め、4級基準点測量N=11点をN=17点に変更する。
地質調査実施により、設計に必要な支持層を確認できたため、L=15mをＬ
24,515,700 =9mに変更する。
・雨水流出抑制対策検討、砂防指定地内行為対策検討及び国道協議資料
作成について、計画していた設計内容を関係機関と協議し、対策の申請等
が必要となったため、新規計上する。

令和3年2月18日

①【全便所】壁面について、既設タイル撤去を部分補修に変更
し、新規塗装仕上げ面は化粧板張りに変更する。
②【校舎棟便所】給水バルブの新設・取替えを追加する。
③【全便所】掃除用流しと手摺の取替えを追加する。 等

建築一式

4,290,000

令和2年5月15日 ～
令和3年3月26日

みよし市三好町 地内

中部小学校トイレ改修工
事

令和3年2月15日 野沢建設株式会社

・1階女子トイレの和式便器を洋式便器に改修してほしいと地元行政区から
要望があり、確認したところ改修の必要があると判断したため、和式便器を
4,383,500 洋式便器に改修する工事を追加する。
・当初、2階トイレについてトイレブースを2箇所見込んでいたが、間仕切壁
で対応したため、2箇所から1箇所に変更する。

公園実施設計(2.12ha) 一式、地質調査 1箇所、新設トイレ詳細
令和2年5月15日 ～
設計 一式、建築確認申請図書作成 一式、4級基準点測量
令和3年3月26日
(11)17点、現地測量(2.12ha) 一式

①【全便所】掃除用流しと手摺の取替えを追加する。
②【校舎棟便所】屋上給水バルブの取替えを追加する。
令和2年5月15日 ～
③【校舎棟便所】二階、三階便所について、新設床コンクリート打 令和3年2月26日
設厚さを追加する。 等

建築一式

令和2年11月13日 ～
令和3年3月25日

令和2年11月6日 ～
令和3年3月19日

令和3年2月19日 中外商工株式会社

令和3年2月19日 有限会社 多香久組

令和3年2月26日 三好建設工業株式会社

4,715,251

映像運用管理費について、一般質問の配信が６月に２日、３月に１日なく
なり、業務が少なくなったため減額する。

111,155,000

①【全便所】既設撤去時に破損や錆があり、撤去後再取り付け不可と判断
されたため、掃除用流しと手摺の取替えを追加する。
②【校舎棟便所】施工前現地調査により、劣化により開閉操作不可であった
120,551,200
ため、屋上給水バルブの取替えを追加する。
③【校舎棟便所】既設床スラブ上の押えコンクリートの打設厚さが設計より
厚かったため、打設厚さを追加する。 等

97,537,000

①【全便所】新型コロナウィルス感染症の影響で、騒音・振動作業であるタ
イル撤去作業を行える休校日数が減ったため、施工の速い改修方法に変
更する。
105,890,400 ②【校舎棟便所】工事範囲外の給水が必要であるため、給水バルブの新
設・取替えを追加する。
③【全便所】既設撤去時に破損や錆があり、撤去後再取り付け不可と判断
されたため、掃除用流しと手摺の取替を追加する。 等

105,050,000

①【全便所】既設撤去時に破損や錆があり、撤去後再取り付け不可と判断
されたため、掃除用流しと手摺の取替を追加する。
②【校舎棟便所・プール便所】施工前現地調査により、臭気の流入や排水
113,129,500
に不具合があると判断したため、通気口を増設する。
③【多目的便所】施工前現地調査で、便所入口扉の変形により、開閉の支
障と鍵の破損が分かり、取替を追加する。 等

13,508,000

・掘削した結果、コンクリート殻が想定より多く埋設されていたため産廃処分
工V=4.2㎥からV=12.7㎥に変更する。
14,039,300 ・道路管理者と協議した結果、舗装工A=193.5㎡からA=186.5㎡、区画線工
(W=15cm)L49.2mからL=51.2m、区画線工(W=30cm)L=4.4mからL=3.9m、区
画線工(W=45cm)L=7.6mからL=11.6mに変更する。

7,788,000

・試掘の結果、当初掘削範囲だと歩道内の占用物に干渉するため、占用者
間で協議し、掘削範囲を縮小するように防火水槽本体を切断してから撤去
8,089,400 する方法に変更する。
・道路管理者と協議した結果、掘削による影響範囲が少なくなったため、舗
装本復旧工を減工する。

14,080,000

NF8-2からNF12-1区間において、管の劣化が進行しているため、管更生
工を新規計上する。また、NF10-1からNF10-2区間は管の劣化が進行して
いないため、管更生工を廃工する。事前調査の結果、台帳に記載のない取
16,856,400
付管が2箇所判明したため、取付管仕上工を増工する。また、管内に侵入
水やﾓﾙﾀﾙの付着等があり管更生の支障となるため、止水処理工及び付着
物撤去工を新規計上する。

8,030,000

7,997,000

道路管理者と協議した結果、マンホール周辺の舗装にへこみや継ぎ目が
みられる箇所について、円形カッター工を廃工し、２．０ｍ角での舗装切断
及び舗装復旧工を新規計上する。また、舗装復旧方法の変更に伴い増加
した交通誘導警備員を実績に応じて変更する。

15,070,000

本工事着手前に施工業者と立会し現地精査した結果、当初施工予定で
あったタイル舗装部に隣接するｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装部において、経年劣化や
街路樹の根による破損が進行しており、一体で修繕するため、舗装版破砕
15,901,600
(コンクリート t=6cm)を新規計上、舗装工(再加熱式型押しｱｽﾌｧﾙﾄ工法)を
増工することで、自転車や歩行者の安全な歩行空間を確保し、景観の統一
性や連続性を保つ。

令和3年3月3日 有限会社 多香久組

1,980,000

本工事着手前に施工業者と立会し、現地精査した結果、舗装工を増工
し、通行する車両や歩行者の安全をより図りたい。また、板柵工について、
2,178,000 当初では2.0m毎に1本コンクリート杭を施工する想定だったが、法面を埋め
戻す際に板柵にかかる土圧で亀裂が生じることを防ぐため、1.0m毎に1本
杭を施工する。

令和3年3月3日 東亜道路工業株式会社

847 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

工事延長 L=18.0m、法面工L=12.0m、板柵工L=12.0m、ガード
令和2年12月25日 ～
レール復旧工(Gr-C-4E)L=16.0m、舗装工A=60.3(45.0)㎡、コンク
令和3年3月19日
リート工(t=10cm) A=9.0㎡

329 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 みよし市役所
童遊園地、農村公園）

単体遊具（A)-2 N=298基（302基）

令和2年5月1日 ～
令和3年3月26日

令和2年5月1日 ～
令和3年3月26日

令和3年3月4日 日本体育器械株式会社

6,600,000

6,589,000

劣化等により安全に使用ができなくなった遊具を撤去したため、劣化点検
業務を減工する。

791 工事

建築一式

三好上分団詰所改修工事 みよし市三好町地内

・待機室のエアコンについて、撤去新設とする。
・休養室の換気扇について、撤去新設とする。

令和2年12月4日 ～
令和3年3月18日

令和2年12月4日 ～
令和3年3月18日

令和3年3月4日 有限会社 伊藤組

4,752,000

5,132,600

・当初、待機室のエアコンは取り外し再取付けで計画していたが、機器を取
り外した結果、故障していることが判明したため、撤去新設とする。
・当初、休養室の換気扇について、既設のままで計画していたが、故障して
いることが判明したため、撤去新設とする。

150 委託

その他の業務
委託等

みよし市人・農地プラン実
みよし市地内
質化業務委託

・アンケート用封筒を角2から角3に変更し、封入作業を1,000宛先
から1,181宛先に変更する。
・入力・取りまとめを800から952宛先に変更、発送・返信用封筒を
1,000から1,181枚に変更する。
令和2年4月17日 ～
・実質化協議開催を12回から4回に変更し、実質化協議結果取り
令和3年3月31日
まとめを12回から8回に変更する。
・ワークショップ用地図A0を36枚から40枚に変更し、集積計画図
A0を24枚から40枚に変更する。・アンケート発送を1,000枚から
1,181枚に変更し、返送を1,000枚から952枚に変更する。

821 工事

土木一式

公共下水道管路更生工事
みよし市三好町地内
(三好処理区)

内面補修跡除去工 N=6(-)箇所

599 工事

土木一式

三好西部地区公共下水道
管渠築造工事（第S87工 みよし市福田町地内
区）

工事延長Ｌ＝４２５．９３ｍ（４９６．６ｍ）、汚水管布設工（ＶＵφ２０
０）Ｌ＝３１９．９９ｍ（３６９．１２ｍ）、汚水管布設工（ＶＵφ１５０）Ｌ 令和2年9月11日 ～
＝８６．２０ｍ（９０．１２ｍ）、１号人孔設置工Ｎ＝２基、０号人孔設 令和3年2月26日
置工Ｎ＝９基（１０基）、塩ビ製人孔設置工 ―（２基）

令和2年9月11日 ～
令和3年3月19日

令和3年3月8日 株式会社 三文

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）

・非木造建物調査積算 1棟附帯工作物調査積算 2戸
・4箇所居住者調査 4世帯動産に関する調査積算 4戸
・移転雑費積算 5世帯

令和2年5月22日 ～
令和3年3月26日

令和3年3月8日

造園

保田ヶ池公園整備工事

脱色アスファルト舗装A A=379.1㎡（317.4㎡）、脱色アスファルト
舗装B A=192.2㎡（575.7㎡）、縁石A L=59.0ｍ（172.3ｍ）、階段
工 N=104、段柵工 L=221.3ｍ（173.7ｍ）、中低木植栽工
N=411、本張り芝 A=885.4㎡（469.0㎡）

令和2年8月14日 ～
令和3年3月19日

令和2年8月14日 ～
令和3年3月19日

824 工事

土木一式

黒笹行政区里道整備工事
みよし市黒笹町地内
その２

工事延長 L=47.00(46.90)m、管渠工(台付管 Φ500)
L=45.60(44.30)m、集水桝工(900×900×2000) N=3基、舗装工
-(A=159.9㎡)

令和2年12月25日 ～
令和3年3月19日

令和2年12月25日 ～
令和3年3月19日

264 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）

①潅水 ７００㎡追加
②高木剪定工（落葉樹）／冬季剪定（幹周６０以上～９０㎝未満） 令和2年4月24日 ～
１本減 伐採・抜根（幹周６０以上～９０未満） １本追加
令和3年3月26日
③処分費 ２ｔ追加

令和2年4月24日 ～
令和3年3月26日

248 委託

建物等各種施
設管理

緑地管理業務委託（学校
学校給食センター
給食センター）

令和2年4月24日 ～
令和3年3月19日

882 コンサル

建築設計

旧障がい者福祉センター
改修工事設計業務委託
【ゼロ債務負担行為】

みよし市役所

外壁調査及びアスベスト含有分析調査（２検体）を追加する。

391 コンサル

地質調査

大規模盛土造成地変動予
測調査業務委託（みよし みよし市役所
市内）

原位置試験：オートマチックラムサウンディングの実施数量を
350mから324mに変更する。

592 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２)

311 工事

土木一式

635 工事

令和2年12月25日 ～
令和3年3月12日

令和2年5月22日 ～
令和2年10月30日

・アンケート用紙容量精査の結果、封筒を変更する。新型コロナ感染拡大
防止のため、実質化協議の2回目、3回目を書面開催とし、協議開催回数と
協議結果取りまとめ回数を変更する。
9,141,000
・調査対象土地の筆数、返送数が想定を上回ったため、封入作業量、入
力・取りまとめ作業、封筒印刷枚数、発送、返送枚数を変更する。
・協議書面開催により、ワークショップ用地図、集積計画図を増刷する。

令和2年4月17日 ～
令和3年3月31日

令和3年3月5日 株式会社 フジヤマ

9,845,000

令和2年12月25日 ～
令和3年3月12日

令和3年3月5日 野沢建設株式会社

11,000,000

12,368,400

66,000,000

・616路線並びにM553-1-2からM553-1-3区間が周辺企業と工事日程の調
整ができず施工することができないため減工する。
86,970,400 ・M553-3-2からM553-2-1区間において、開削工法での施工が困難なた
め、鋼製さや管推進工法に変更する。
・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

玉野総合コンサルタント株
式会社

3,850,000

3,850,000

事前調査の結果、管の内面補修材が多く付着しており管路更生工を施工
するにあたり支障となるため内面補修跡除去工N=6箇所を新規計上する。

調査対象建物の移転工法を検討した結果、既設ソーラーパネルの移転補
償が必要となったため、生産設備の見積、調査及び算定を新規計上する。

25,850,000

・生き物の生息環境を確保するため、ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ周辺を脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装から
張り芝舗装に変更する。
・階段と園路の接続部における詳細測量によって計画と現地状況に差異が
27,291,000 あることがわかり、検討の結果、擬木柵、横木板の延長とｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の面
積を変更する。
・保田ヶ池公園整備事業の進捗を図り、公園利用者の利便性を向上するた
め、ﾍﾞﾝﾁ、柵等の設置を新規計上する。

7,370,000

当初設計では、既設水路を残置し管渠を敷設する予定だったが、地元行
政区からの要望により、施工後の維持管理のしやすさや施工性の向上を考
8,114,700 慮し、既設水路を全撤去することとする。そのため管渠工(プレキャスト台付
管B)を廃工し管渠工(プレキャスト台付管A)を増工する。またそれに伴い床
掘工、埋戻工、構造物取壊工を増工する。

令和3年3月10日 木戸造園土木株式会社

5,720,000

①日照りが続き潅水が不足したため、潅水を７００㎡追加する。
②管理樹木（１本）が枯れたため、高木剪定工を１本減工し、伐採・抜根を１
6,032,400 本追加する。
③雑草等の生育が当初設計の想定を上回ったため、実績に応じて変更す
る。

令和2年4月24日 ～
令和3年3月19日

令和3年3月10日 有限会社 孝宗園

3,300,000

3,292,300

令和3年2月2日 ～
令和3年4月23日

令和3年2月2日 ～
令和3年4月23日

令和3年3月11日

合資会社 ケイデザイン
一級建築士事務所

2,860,000

当初、内装改修のみを想定していたが、施設管理者から外壁改修も行い
2,999,700 たいという要望があり、確認したところ必要と判断したため、外壁改修に伴う
外壁調査及びアスベスト含有分析調査を追加する。

令和2年5月15日 ～
令和3年3月25日

令和2年5月15日 ～
令和3年3月25日

令和3年3月12日

玉野総合コンサルタント株
式会社

工事延長L=161.10(132.98)m、汚水管布設工(VUφ
令和2年8月14日 ～
150)L=156.66(130.19)m、0号人孔設置工 N=4(3)基、1号人孔設置
令和3年2月26日
工 N=1(-)基

令和2年8月14日 ～
令和3年3月19日

令和3年3月12日 有限会社 ミヨシ設備

福田池下地区工業団地造
みよし市福田町地内
成工事

宅地造成 A=7.0ha、道路築造 L=670.4m、調整池 N=1箇所、下 令和2年6月5日 ～
水道築造 L=670.68m、農業用水管付替 一式
令和4年3月25日

令和2年6月5日 ～
令和4年3月25日

令和3年3月15日

土木一式

保田ヶ池公園整備工事そ
みよし市三好町地内
の２

生きもの池 N=1式、電気設備工 N=1式、生きもの池設備 N=1
式、脱色アスファルト舗装 A=157.2㎡（-）、水飲み場 N=1基、ブ 令和2年9月29日 ～
ロック舗装B A=116.2㎡（-）、斜面遊具 N=1基、張り芝 A=443.3 令和3年3月26日
㎡（-）、四阿 N=1基

令和2年9月29日 ～
令和3年3月26日

290 委託

建物等各種施
設管理

街路樹維持管理業務委託
みよし市役所
（市道黒笹線外１１路線）

高木剪定 N=581(610)本、中・低木施肥 A=5,425(5,795)㎡、中・
令和2年4月24日 ～
低木剪定 A=4,770(5,298)㎡、緑地内除草工 A=14,042(14,814)
令和3年3月19日
㎡、芝刈工 A=3,490㎡、芝生施肥 A=1,415(1,421)㎡

令和2年4月24日 ～
令和3年3月19日

294 委託

建物等各種施
設管理

街路樹維持管理業務委託
みよし市役所
（市道三好丘線外７路線）

高木剪定 N=1,026(1,045)本、中・低木施肥 A=6,770(6,815)㎡、
中・低木剪定 A=7,313(7,357)㎡、緑地内除草工
A=19,590(20,301)㎡、芝刈工 A=7,569㎡、草刈工
A=16,513(15,895)㎡

令和2年4月24日 ～
令和3年3月19日

令和2年4月24日 ～
令和3年3月19日

291 委託

建物等各種施
設管理

街路樹維持管理業務委託
みよし市役所
（市道福谷線外６路線）

高木剪定 N=742(745)本、中・低木施肥 A=2,847㎡、中・低木剪
令和2年4月24日 ～
定 A=5,604(5,284)㎡、緑地内除草工 A=8,814㎡、草刈工 A=9
令和3年3月19日
㎡、清掃工 A=51,709㎡

令和2年4月24日 ～
令和3年3月19日

581 工事

みよし市三好町地内

みよし市役所

みよし市三好町地内

発生材処分量の減により減額変更変更前 1.3 t変更後 1.09t

令和3年3月10日 株式会社 香木園

令和3年3月10日 半澤建設株式会社

発生材処分量の減があり、実績に応じて減額変更する。

14,080,000

13,739,000

原位置試験：オートマチックラムサウンディングの実施数量が確定したた
め、実績に応じて変更する。

13,695,000

16,691,400

HR145路線において支障となる物件が移転することとなり、関係機関と協
議した結果、占用物である下水本管の布設を早める必要が生じた。そのた
め、汚水管布設工(VUφ150)の延長と0号人孔設置工 N=1基を増工し、1号
人孔設置工 N=1基を新規計上する。

717,387,000

土質調査により鋼矢板長をL=12.5mからL=16.5mに変更。安定処理土を新
883,135,000 規計上する。既設管調査結果により農水管付替工の埋設深をH=4.2mから
H=9.5mに変更。

令和3年3月15日 野沢建設株式会社

62,920,000

保田ヶ池公園整備事業の進捗を図り、公園利用者の利便性を向上させる
70,552,900 ため、脱色アスファルト舗装 A=157.2㎡、ブロック舗装B A=116.2㎡、張り
芝 A=443.3㎡を新規計上する。

令和3年3月15日 有限会社 ガーデンテクノ

24,750,000

本委託業務履行前に受注業者による現場確認を行った結果、薬剤注入
25,245,000 工(60cm未満)をN=304本から88本に変更し、薬剤注入工(60cm以上)N=158
本を新規計上する。また、それに伴い、高木剪定の数量を変更する。

40,700,000

本委託管理業務にて管理する路線において、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=９本、伐採工(60cm以上
40,691,200 90cm未満)N=３本を新規計上する。また、受注業者の工程管理により、当
初の計画よりも効率的に作業を行えたため、交通誘導警備員をN=78人か
ら67人に変更する。

26,290,000

本委託業務履行前に受注業者による現場確認を行った結果、薬剤注入
工(60cm以上)をN=530本からN=548本に変更し、薬剤注入工(60cm未満)を
28,056,600 N=76本からN=56本に変更する。また、高木剪定工(60cm以上)をN=301本か
らN=357本に変更し、高木剪定工(60cm未満)をN=444本からN=385本に変
更する。

戸田・野沢特定建設工事
共同企業体

令和3年3月16日 有限会社 酒井造園

令和3年3月17日 木戸造園土木株式会社

293 委託

建物等各種施
設管理

街路樹維持管理業務委託
（市道東山台弥栄線外１５ みよし市役所
路線）

高木剪定 N=936(967)本、中・低木施肥 A=5,933㎡、中・低木剪
令和2年4月24日 ～
定 A=5,711(5,657)㎡、緑地内除草工 A=17,672㎡、芝刈工
令和3年3月19日
A=225㎡、清掃工 A95,823㎡

28,930,000

21,450,000

・唐沢川について、一部法面をコンクリートで施工し草刈の必要性がなく
なったため減工する。
・砂後川(青木橋～大原橋)について、想定より草が繁茂したため、草刈工を
増工する。
21,670,000
・砂後川河床部について、河道内に草木が繁茂し流水を阻害し、景観も損
ねていることから、草刈工を増工する。
・福田川河床部について、付近の造成工事により河川管理用道路の一部
が通行止めになるため減工する。

40,150,000

・枯木が確認されたため伐採工を新規計上する。またそれに伴い、高木剪
定工(60cm未満)と高木剪定工(60cm～120cm以上)を変更する。
・巡回調査により、病害虫の発生を確認し樹木被害拡大防止の為、病害虫
40,674,700
防除工(高木)と病害虫防除工(低木)を新規計上する。
・低木が枯れていることが確認されたため補植工(アベリア)を新規計上す
る。

河川草刈業務委託（準用
みよし市役所
河川唐沢川外７河川）

河川草刈一般部 A=137,359.9(134,578.2)㎡、河川草刈河床部
A=9,957.4(10,709.0)㎡

292 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 みよし市役所
広場、道路附帯地）

高木剪定工 N=1,171(1,176)本、中・低木施肥 A=3,800㎡、中・低
令和2年4月24日 ～
木剪定 A=4,970㎡、緑地内除草工 A=7,245㎡、芝刈工
令和3年3月19日
A=27,738㎡、清掃工 A=138,660㎡

令和2年4月24日 ～
令和3年3月19日

令和3年3月17日 有限会社 孝宗園

652 工事

土木一式

三好中部２号公園整備工
みよし市三好町地内
事

透水性脱色舗装 A=14.3㎡（46.2㎡）、平板舗装A A=21.1㎡（-）、
令和2年9月11日 ～
芝生舗装 A=9.3㎡（7.0㎡）、車止め N=8基（9基）、ロッキング遊
令和3年3月26日
具 N=1基、すべり台 N=1基

令和2年9月11日 ～
令和3年3月26日

令和3年3月18日 三好建設工業株式会社

3,762,000

3,837,900

その他の業務
委託等

例規集システムデータ更
新業務委託（みよし市役
所）

令和2年4月1日 ～
令和3年3月31日

令和2年4月1日 ～
令和3年3月31日

令和3年3月19日 株式会社 ぎょうせい

3,300,000

令和２年４月の緊急事態宣言の発令により、受注者が実施した新型コロ
3,300,000 ナウイルス感染症の感染拡大防止措置による勤務方法の変更に伴い、例
規集の更新回数を変更する。

旅客業

公用車及びバス車両管理
業務委託（みよし市役所 みよし市役所
等）

直近３か年の平均と今年度の給油実績を比較し、その差額分を 令和2年4月1日 ～
減額する。
令和3年3月31日

令和2年4月1日 ～
令和3年3月31日

令和3年3月22日 愛知つばめ交通株式会社

医療・理化学・
計測機器

GE放射線機器保守業務
委託（みよし市民病院）

令和2年4月1日 ～
令和3年3月31日

令和2年4月1日 ～
令和3年3月31日

令和3年3月23日

88 委託

116 委託

63 委託

みよし市役所

みよし市民病院

例規集の更新回数を「８回」から「７回」に変更する。

「LOGIQ e Premium Pro」を保守対象機器から外す。

令和2年4月24日 ～
令和3年3月19日

令和3年3月17日 木戸造園土木株式会社

建物等各種施
設管理

296 委託

令和2年4月24日 ～
令和3年3月19日

令和2年4月24日 ～
令和3年3月19日

・枯木が確認されたため伐採工(60cm未満)を新規計上し、高木剪定工
(60cm未満)を変更する。
・巡回調査により、病害虫の発生を確認し樹木被害拡大防止の為、病害虫
32,061,700 防除工(高木)を新規計上する。
・高木(ソメイヨシノ)について、枯れているまたは弱っている木が確認された
ため、高木補植工を新規計上する。
・地元行政区から低木剪定の要望があったため、低木剪定工を増工する。

令和3年3月17日 有限会社 ガーデンテクノ

ＧＥヘルスケア・ジャパン
株式会社

15,708,000

３月時点でメーカーより設計内容において、現在契約で保守対象となって
2,794,628 いる「LOGIQ e Premium Pro」が本来令和２年度メーカーによる無償保守対
象機材であることの報告を受けたため、変更する。

1,034,000,000

①大小ﾎｰﾙ壁ﾀｲﾙ浮補修の施工前調査により、ﾀｲﾙ浮き箇所の枚数が設
計より多く確認されたため変更する。
②既設ｼｪｰﾄﾞｶｰﾃﾝ機構及び布地を調査したところ、機構の損傷及び布地に
1,052,453,600
き裂が確認され、排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀの取替にあたり既設ｼｪｰﾄﾞｶｰﾃﾝの一時取外
しが必要であるが、機構の損傷及び布地のき裂状態により撤去再取付け
が不可能であったため遮光フィルム張りを追加する。 等

204 工事

建築一式

サンアート大規模改修（建
みよし市三好町 地内
築）工事

591 工事

土木一式

街路新設改良工事（都市
みよし市三好町地内
計画道路平池天王台線）

工事延長 L=203.5ｍ、側溝工 L=205.1ｍ、街渠工 L=209.6ｍ、
集水桝工 N=5基、街渠桝工 N=9基、舗装工 A=577.8㎡

703 工事

造園

中島１号公園整備工事

中低木植栽工 N=1,202本(884本)、人工芝舗装 A=48㎡(46㎡)、
地被植栽工N=1,544㎡(1,565㎡)、遊具組立設置工 N=1式、側溝 令和2年10月16日 ～
工L=152m(159m)、四阿N=1式、電気設備工N=１式、アスファルト 令和3年3月26日
系舗装工 A=290㎡

令和2年10月16日 ～
令和3年3月26日

259 委託

建物等各種施
設管理

小坂公園他１７公園管理
業務委託（小坂公園他１７ みよし市役所
公園）

高木剪定 N=420本（422本）、中木剪定 N=54本、低木剪定
N=4,791㎡、草取り A=10,991㎡（10,721㎡）、芝刈り A=24,715
㎡、草刈り A=58,500㎡、園地清掃 A=59,370㎡

令和2年4月24日 ～
令和3年3月26日

令和2年4月24日 ～
令和3年3月26日

451 委託

その他の業務
委託等

市制１０周年プレミアム付
商品券発行事業管理運営 みよし市役所
業務委託（みよし市役所）

・販売方法及び販売時期の変更
・参加店舗募集に関する業務の追加
・繰上げ当選通知等の作成業務の追加
・啓発物品の増刷

令和2年6月5日 ～
令和3年3月31日

令和2年6月5日 ～
令和3年3月31日

令和3年3月25日 株式会社 ＪＴＢ

72,900,000

591 工事

土木一式

街路新設改良工事（都市
みよし市三好町地内
計画道路平池天王台線）

工事延長 L=203.5ｍ、側溝工L=208.9(205.1)ｍ、街渠工
L=214.8(209.6)ｍ、集水桝工N=5基、街渠桝工N=9基、舗装工
A=620.4(577.8)㎡

令和2年8月14日 ～
令和3年3月26日

令和2年8月14日 ～
令和3年5月31日

令和3年5月17日 半澤建設株式会社

29,667,000

みよし市三好町地内

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
て示した過去の運行実績を大きく下回ったため、変更する。

3,009,600

①【大小ホール】壁タイル浮き補修箇所数を変更する。
令和2年5月15日 ～
②【ロビー、大ホールホワイエ】アルミサッシガラス面への遮光フィ
令和3年10月20日
ルム張りを追加する。 等

令和2年8月14日 ～
令和3年3月26日

14,969,900

区画整理事業等の進捗に合わせ、道路と接する部分の施工を一部変更
する。

令和2年5月15日 ～
令和3年10月20日

令和3年3月23日 株式会社 宇佐美組

令和2年8月14日 ～
令和3年3月26日

令和3年3月23日 半澤建設株式会社

29,667,000

移転補償対象となる家屋の移転が遅れたことにより、道路占用者及び区
29,667,000 画整理組合事業の工程も遅れが生じたため、本工事の履行期間を延長す
る。

令和3年3月23日 有限会社 マツイワ

44,550,000

・地元行政区との調整の結果、必要と判断されたため、幼児用ブランコN=1
45,963,500 基を新規計上した。それに伴い、地被植栽工を減工した。
・緑化の推進を図るため、中低木植栽工を増工した。

19,800,000

・三好中部１号公園及び三好中部２号公園において、低木付近の雑草が伸
び、成長途中の低木に影響がでるため草取を１回増工する。また、天王公
19,862,700 園の高木２本を別途工事にて伐採しため、剪定を２本減工する。
・例年より樹木等が繁茂しており処分量が増えたため、実績に応じて変更す
る。

令和3年3月23日 有限会社 酒井造園

・新型コロナウイルス感染症の影響により、販売方法及び販売時期を変更
する
78,881,111 ・参加店舗募集に関する業務を追加する
・繰上げ当選通知等の作成業務を追加する
・啓発物品の増刷をする
・区画整理地内工程会議において他事業者と協議を行った結果、区画整理
事業に合わせた施工を行うため、側溝工及び街渠工を増工する。
31,958,300
・事業期間中の通過交通及び沿道土地利用者に配慮し、舗装工を増工す
る。

