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31 西南小学校プール改修工事 箕面市瀬川地内 建築工事
（変更前）
　・オーバーフロータイル欠損部
補修

北大阪木材（株） 平成24年 4月18日 平成24年 5月31日 10,048,500 10,642,800

・オーバーフロータイルの一部を張り替えた。
・プール附属棟の通路に天井を張った。
・日除けテントを張り替えた。
・プール排水弁に仕切キー、延長ロッドを取り付けた。
・プール附属棟建具塗装を一部取り止めた。

456 桜ヶ丘・東保育所高圧機器取替修繕
箕面市桜ヶ丘・粟生外
院地内

電気設備工事
桜ヶ丘・東保育所高圧機器取替
修繕

三福電設（株） 平成24年 5月21日 平成24年 7月31日 1,697,850 1,729,350

・電圧ヒューズの仕様変更：G30A→G20A（桜ヶ丘保育所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　G30A→G40A（東保育所）
・高圧ケーブルの長さ変更：18m→24m
・動力用電圧計の取替

776 公園施設補修工事NO.2 箕面市牧落地内他 管設備工事

大通庵公園便所改修　一式
小野原東公園便所改修　一式
外院公園便所改修　一式
瀬川北公園便所改修　一式
瀬川南公園便所改修　一式

エースイ設備（株） 平成24年 7月12日 平成24年 8月31日 4,184,250 4,246,200
　本変更の主な理由は、地下埋設物等の状況により配管ルートが変わり、掘
削量、埋戻し量が増加したことにより変更（増額）するものです。

607 道路舗装補修工事NO.３ 箕面市萱野地内 ほ装工事

・車道舗装工
（萱野地内）
密粒　ｔ＝　５㎝　１２５０．０㎡
表層　ｔ＝　５㎝　１１４０．０㎡
基層　ｔ＝　５㎝　１１４０．０㎡

（船場東地内）
表層　ｔ＝　５㎝　　４００．０㎡
基層　ｔ＝　５㎝　　４００．０㎡

イケモトコーポレーション（株） 平成24年 6月12日 平成24年 9月 7日 16,516,500 19,876,976

本変更につきましては、萱野一工区で現況路盤の状態が悪いところがあり、
一部地盤改良を追加施工し、また近隣で市民要望があり二工区、三工区を追
加施工しましたので鋪装面積が増えました。よって増額変更いたします。今回
施工予定の船場東地内につきましては、現在のところ、確認時より道路路面
状態が悪くなっていないので次回の鋪装工事といたします。
・車道舗装工
（萱野地内）一工区
密粒　ｔ＝　５㎝　１９１０．０㎡
（萱野地内）二工区
表層　ｔ＝　５㎝　２００１．０㎡
（萱野地内）三工区
表層　ｔ＝　５㎝　　８２３．０㎡

5 道路舗装補修工事ＮＯ．２（点々舗装） 箕面市市内一円地内 ほ装工事
舗装工　一式
付帯工　一式 昭和建設（株） 平成24年 4月16日 平成24年 9月14日 13,524,000 16,495,500

本工事につきましては、箕面市内全域による、市道の安全のための道路舗装
補修工事です。今回の変更につきましては、市民からの緊急性を要する道路
陥没等の苦情や、道路の歩行者等の安全を要する路面標示等の要望が多い
ため、当初予定しておりました数量に変更が生じ、増額変更いたすものです。

37 ダム湖用地維持管理拠点施設整備工事 箕面市下止々呂美地内建築工事

鉄筋コンクリート造平屋建て、鉄
骨プレハブ造改修工事

本体改修工事　一式
外構改修工事　一式

城下工務店（有） 平成24年 4月20日 平成24年 8月31日 15,855,000 17,448,900

・施設利用者要望により下記の内容を変更したため。
　湯沸室ミニキッチンを２槽式シンク、水屋等に変更。
　会議室窓に網戸を４箇所追加。
　インターロッキング舗装範囲を一部土間コンクリートに変更。
　アプローチ部分に横型バリカー８台を設置。
　会議室に遮光カーテンを追加。
　書庫に木製面格子を追加。
・設備配管及び機械メンテナンス等のため、点検口を４つ追加。
・外構排水のため、園庭レベル調整及び側溝の敷設他の追加。
・本棟屋上防水が塩ビシートだったため、屋根塗装を変更。
・外壁納まりを鎧貼りとするため、木材加工及び塗装面積を追加。
・アルミサッシの既存アングルを残したまま額縁を撤去とするため。
他

39 ダム湖用地維持管理拠点施設整備に伴う機械設備箕面市下止々呂美地内管設備工事

空気調和設備、換気設備、衛生
器具設備、給排水設備、給湯設
備、消火設備他　　一式

（株）指尾水道工業所 平成24年 4月20日 平成24年 8月31日 4,095,000 4,497,150
地中障害物による排水ルート及び小口径桝の変更
施設利用者要望により、散水栓を追加、天井扇をレンジフードファンに変更、
空調機・洗面器の追加、他

606 公園施設補修工事NO．1 箕面市船場地内他 造園工事

新船場東公園　不要木伐採及び
植栽　一式
今宮西公園　遊具設置　一式

中西園芸 平成24年 6月12日 平成25年 1月31日 3,672,900 4,145,400

本変更の主な理由としましては、今宮西公園において設置予定の滑り台、鉄
棒について、地元自治会からの要望により、遊具の種類がジャングルジム、ス
ライドシーソーに変更になったこと、及び、新船場東公園でのカイヅカイブキ伐
採において、根張りが当初想定より広く、ヒラドツツジ植栽に支障が出るため、
全てのカイヅカイブキについて抜根する必要が生じたことにより変更（増額）す
るものです。
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871 桜井自転車駐車場ラック交換工事 箕面市桜井地内 建築工事
ラック設置・撤去　一式

さくら建設（株） 平成24年 8月 1日 平成24年10月31日 11,760,000 12,172,650

○工期の延長：9月28日（金）→10月31日（水）
20inchの小さな自転車をラックに収容するためのオプション部品を試作品から
製作した。

○金額及び数量の変更：請負工事費（税込）を12,172,650円（412,650円の増
額）とした。
①収容方法の変更：臨時自転車置場10台分の設置に換えて、スライド式ラック
を増設した。／②オプション部品（20inch対応）の追加：折りたたみサイズの自
転車をラックに収容するためのオプション部品を20個製作した。／③自転車仮
置場の設置等の追加：工事期間中、桜井駅前の駐車場（時間貸）に自転車の
仮置場4台分と交通整理員1名を10日間、配置した。

1 小野原多世代地域交流センター新築工事 箕面市小野原東地内 建築工事

小野原多世代地域交流センター
新築
・敷地面積　1,200.06㎡
・鉄骨造平屋建
・建築面積476.10㎡　延床面積
430.29㎡

ライトハウス（株） 平成24年 4月19日 平成24年 9月18日 77,490,000 78,953,700

・ホール廻り床・壁仕上げ変更
　ホール及び廊下の一部床：塩ビシートからフローリングに仕上げを変更し、
質感の向上を図った。
　受付廻り腰壁及びホール正面の壁の一部：パイン羽目板及びクロス壁から
ピーリング壁に仕上げを変更し、質感の向上を図った。
・風除室廻り床タイル貼り変更
　塩ビシートからタイル貼りに仕上げを変更し、質感の向上及び耐久性の向上
を図った。
・郵便受け取り付け（追加変更）
　商工観光課の要望を受け、郵便受けを追加した。

4 道路舗装補修工事ＮＯ．１（点々舗装） 箕面市市内一円地内 ほ装工事
舗装工　一式
付帯工　一式

（株）三原舗道 平成24年 4月16日 平成24年11月15日 25,179,000 31,485,300
本変更につきましては、市民からの苦情・要望等のなかから、特に緊急を要す
る舗装表面劣化箇所を追加補修したため、当初予定していました数量に変更
が生じ、増額変更いたすものです。

681 道路舗装補修工事ＮＯ．４ 箕面市　稲ほか ほ装工事

・車道舗装工
（稲地内）
密粒　ｔ＝　５㎝　２１００．０㎡

（箕面地内）
表層　ｔ＝　５㎝　　２００．０㎡
基層　ｔ＝　５㎝　　２００．０㎡

昭和建設（株） 平成24年 6月21日 平成24年10月26日 13,051,500 13,176,450

本変更につきましては、市民からの苦情・要望等のなかから、交通量が多く特
に緊急を要する舗装表面劣化箇所を追加補修したため、当初予定していまし
た数量に変更が生じましたので、増額変更をするものです。
・車道舗装工
（稲地内）
密粒　ｔ＝　５㎝　１４８１．７㎡

（船場地内）
表層　ｔ＝　５㎝　　２９８．９㎡
基層　ｔ＝　５㎝　　２９８．９㎡

（坊島地内）
密粒　ｔ＝　５㎝　　７５９．２㎡

684 市内下水道施設人孔蓋取替工事（その１） 箕面市瀬川３丁目地内土木工事

人孔蓋取替工（汚水）２８箇所
人孔蓋取替工（雨水）２８箇所
舗装工　　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　　一式

（株）協和 平成24年 6月22日 平成24年10月31日 10,164,000 10,244,850

本変更は、アスファルト・インターロッキング舗装等の出来高による精算を行う
ものです。
人孔蓋取替工（汚水）２８箇所
人孔蓋取替工（雨水）２８箇所
舗装工　　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　　一式

799 汚水桝等補修工事 箕面市市内一円地内 土木工事

既設汚水桝撤去工　　一式
土工　　　　　　　　一式
汚水桝取替工　　　　一式
舗装工　　　　　　　一式

明広開発（株） 平成24年 7月24日 平成24年10月31日 3,318,000 5,044,200

①地元要望による桝２基の増設
②舗装復旧の一部（９箇所）で当初１層のアスファルト舗装を設計していたが、
掘削の結果、２層のアスファルト舗装復旧となり併せてアスファルト取りこわし
の増工が生じる。
③土間の鉄平石復旧及び側溝改修の増工。
④交通整理員の見直しを行う。
既設汚水桝撤去工　　一式
土工　　　　　　　　一式
汚水桝取替工　　　　25箇所
舗装工　　　　　　　一式
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