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249
止々呂美小学校・中学校増築に伴う電気設備工
事

箕面市森町中地内 電気設備工事
増築棟電気工事（１期）
既存校舎電気一部改修

攝津電機工業（株） 平成25年 5月13日 平成26年 2月28日 32,865,000 34,981,800
増築棟の機械警備を設置することで、防犯性を高め生徒の安全を確保するた
め。

432 市内下水道施設人孔蓋取替工事（その１）
箕面市西小路4丁目地
内他

土木工事

人孔蓋取替工（汚水）51箇所
人孔蓋取替工（雨水）27箇所
舗装工　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　一式

箕面土建 平成25年 5月31日 平成25年12月10日 16,275,000 15,230,250

本変更は、人孔蓋取替工（汚水）の減工したこと及び苦情等から人孔蓋取替
工（雨水）を増工したことに伴う精算変更を行うものです。
人孔蓋取替工（汚水）45箇所
人孔蓋取替工（雨水）31箇所
舗装工　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　一式

511 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　　　32か所
舗装工　　　　　　一式

（株）滝井土木 平成25年 6月19日 平成26年 2月10日 5,134,500 5,926,200

本変更は、掘削幅の増（砂利交じり土の掘削背面が崩れたため）による土量と
舗装復旧の増大及び土間復旧の面積等の増により、増額変更が生じるもの
です。
既設汚水桝撤去工　一式
土工　　　　　　　一式
汚水桝取替工　　　31か所
舗装工　　　　　　一式

558 （仮称）牧落防災倉庫新築工事 箕面市牧落地内 建築工事

・防災倉庫新築工事　一式
　鉄骨造階建、建築面積　158.35
㎡、延床面積　296.56㎡
・附属棟（自動車車庫）新築工事
一式
・屋外整備工事

西川建設（株） 平成25年 7月 4日 平成25年10月31日 41,632,500 42,685,650

工事場所の周辺住民へ配慮するため、掘削土の敷地外搬出、交通誘導員の
追加等を行う必要があるため。
　設計内容の主な変更について
　　①土工事の内容変更
　　　　変更前：敷地内仮置き、埋戻し
　　　　変更後：敷地外搬出、仮置き、埋戻し
　　②交通誘導員の追加
　　　　変更前：120人
　　　　変更後：150人

600 給水管整備工事№１（２５）
箕面市瀬川1丁目地内
他

管設備工事

給水連絡工　HIVPφ１３mm
６６箇所
給水連絡工　HIVPφ２０mm　　１
３２箇所
給水連絡工　HIVPφ２５mm
３４箇所
給水連絡工　HIVPφ３０mm
１１箇所
給水連絡工　HIVPφ４０mm
７箇所
舗装本復旧工　　　　　　　　　　一
式

（株）三原工業 平成25年7月11日 平成26年3月24日 41,979,000 26,973,450
現地立会、施工承諾の遅れにより、工期内に予定していた施工箇所数の工事
ができなかったため、減額する。

617 かやの幼稚園改修工事（その１） 箕面市萱野地内 建築工事

・外壁改修工事
・職員室、保健室天井改修工事
・保育室天井改修工事
・建具改修工事

北大阪木材（株） 平成25年 7月16日 平成25年10月31日 13,450,500 14,757,750 施工時に実施した外壁補修調査の結果、補修範囲に変更があったため。

618 なか幼稚園改修工事（その１） 箕面市箕面地内 建築工事

・外壁改修工事
・職員室、保健室天井改修工事
・保育室天井改修工事
・建具改修工事

城下工務店（有） 平成25年 7月16日 平成25年10月31日 10,080,000 13,034,700 施工時に実施した外壁補修調査の結果、補修範囲に変更があったため。

619 せいなん幼稚園改修工事（その１） 箕面市瀬川地内 建築工事

・外壁改修工事
・職員室、保健室天井改修工事
・保育室天井改修工事
・建具改修工事

さくら建設（株） 平成25年 7月16日 平成25年10月31日 12,799,500 15,831,900
災害が発生した場合の避難経路確保のために、既存ガラス部分に貼る飛散
防止フィルムの範囲変更を行う。

620 とよかわみなみ幼稚園改修工事（その１） 箕面市小野原東地内 建築工事

・外壁改修工事
・職員室、保健室天井改修工事
・保育室天井改修工事
・建具改修工事

キンキ新生建設（株）　箕面支店 平成25年 7月16日 平成25年10月31日 11,812,500 15,237,600
・災害が発生した場合の避難経路確保のために、既存ガラス部分に貼る飛散
防止フィルムの範囲変更を行う。
・施工時に実施した外壁補修調査の結果、補修範囲に変更があったため。

621 ひがし幼稚園改修工事（その１）
箕面市粟生間谷西地
内

建築工事

・外壁改修工事
・職員室、保健室天井改修工事
・保育室天井改修工事
・建具改修工事

（株）中井鉄筋建設 平成25年 7月16日 平成25年10月31日 10,479,000 13,408,500
災害が発生した場合の避難経路確保のために、既存ガラス部分に貼る飛散
防止フィルムの範囲変更を行う。
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623 百楽荘1丁目地内配水管改良工事（２５）
箕面市百楽荘1丁目地
内

土木工事

配水管布設φ　75㎜　L=　6.7ｍ
配水管布設φ100㎜　L=　127.3ｍ
仕切弁設置φ　75㎜　　　　　1基
仕切弁設置φ100㎜　　　　　1基
消火栓設置（地下式単口）φ75㎜
2基
給水連絡φ13~50㎜　　　12箇所
舗装本復旧　　　　　　　　1式

小畑建工（株） 平成25年 7月18日 平成25年10月31日 10,054,800 11,512,200

試掘等に伴う配管経路が変更になり、当初設計より配管延長が伸長し、配管
材料の増加及び変更が生じました。また、配管延長が伸長に伴い既設連絡箇
所が増加しました。これら増加及び変更により契約金額の変更を行うもので
す。
配水管布設φ　７５㎜　　　　　　　　L=　４．９ｍ
配水管布設φ１００㎜　　　　　　　　L=　134.2ｍ
仕切弁設置φ　７５㎜　　　　　　　　1基
仕切弁設置φ１００㎜　　　　　　　　1基
消火栓設置（地下式単口）φ７５㎜　　2基
給水連絡φ13~50㎜　　　　　　　　　15箇所
舗装本復旧　　　　　　　　　　　　　1式

723
平成２５年度公共下水道（萱野排水区）瀬川萱野
汚水幹線他地震対策緊急整備工事その１

箕面市稲２丁目地内
他

土木工事

管きょ更生工（製管）φ７００　Ｌ＝
288.28ｍ　Ｌ＝273.73ｍ
管きょ更生工（自立）φ７００　Ｌ＝
38.45ｍ　Ｌ＝ 37.25ｍ
管きょ更生工（自立）φ３００　Ｌ＝
13.01ｍ　Ｌ＝ 11.21ｍ

（株）津賀建設 平成25年 8月 6日 平成26年 2月28日 59,535,000 60,911,550

一部既設管渠の状況等から、標準材料での対応では難しいため、製管管材
の変更と更生管径の変更に伴う裏込材の使用量が変更したこと。
併せて、出来高による精算を行うものです。
管きょ更生工（製管）φ７００　Ｌ＝288.36ｍ　Ｌ＝273.81ｍ
管きょ更生工（自立）φ７００　Ｌ＝ 38.40ｍ　Ｌ＝ 37.20ｍ
管きょ更生工（自立）φ３００　Ｌ＝ 13.15ｍ　Ｌ＝ 11.35ｍ

724
平成２５年度公共下水道（萱野排水区）瀬川萱野
汚水幹線他地震対策緊急整備工事その２

箕面市稲２丁目地内
他

土木工事

管きょ更生工　φ７００　Ｌ＝
267.68ｍ　Ｌ＝254.93ｍ
管きょ更生工　φ６００　Ｌ＝ 10.90
ｍ　Ｌ＝  9.55ｍ
管きょ更生工　φ４５０　Ｌ＝ 68.43
ｍ　Ｌ＝ 66.63ｍ

国誉建設（株） 平成25年 8月 6日 平成26年 2月28日 51,620,100 51,108,750

実測により施工延長が減工したこと。
一部既設管渠の状況等から更生口径の変更に伴う更生管材及び裏込材の使
用量が変更したこと。
事前調査により、既設管渠に木の根等の浸食の進行が確認されたため、除去
工を増工したこと。
管きょ更生工　φ７００　Ｌ＝256.98ｍ　Ｌ＝244.23ｍ
管きょ更生工　φ６００　Ｌ＝ 10.77ｍ　Ｌ＝  9.42ｍ
管きょ更生工　φ４５０　Ｌ＝ 68.43ｍ　Ｌ＝ 66.63ｍ

777 箕面２丁目地内配水管改良工事（２５）（２４繰越） 箕面市箕面2丁目地内 土木工事

配水管布設φ 75㎜　　　　　L=
664.6m
配水管布設φ100㎜　　　L=
131.4m
仕切弁設置φ75~100㎜　　　　17
基
消火栓設置（地下式単口）φ75㎜
7基
既設配水管撤去φ75~100㎜
L=793.8m
給水連絡φ13~50㎜　　　　　　　74
箇所

（株）ケイビィイーアキード 平成25年 8月21日 平成26年 2月14日 53,550,000 54,802,650

新設管接続及び既設管撤去に伴う試掘を行った結果、配水管延長が伸長し、
配水管材料の変更、不断水工事（凍結工法）等の追加工事や舗装面積変更
の結果、契約金額の増額変更を行うものです。
配水管布設φ 75㎜　　　　　L= 826.9m
配水管布設φ100㎜　　　　　L= 131.4m
仕切弁設置φ75~100㎜　　　　　　17基
消火栓設置（地下式単口）φ75㎜　　7基
既設配水管撤去φ75~150㎜　 L=814.5m
給水連絡φ13~50㎜　　　　　　　73箇所
舗装本復旧　　　　　　　　　　　一式

828
平成25年度公共下水道（箕面排水区）市道箕面
土地5号線雨水管渠築造工事

箕面市箕面4丁目地内 土木工事

管きょφ500㎜　L=102.80m
L=97.90m
マンホール工　　3箇所
付帯工　一式

（株）ミノケン 平成25年 8月30日 平成26年 3月24日 15,519,000 3,222,450

本変更は地元の反対を受け、施工区間及び排水方法の協議・調整に時間を
要し、併せて施工区間の変更に伴うガス管移設協議等も必要になったため、
工事期間の延長を行うものです。また、これに伴い工事内容に大幅な変更か
生じたことから、内容変更契約を併せて行うものです。
管きょφ600㎜　L=11.70m　L=10.15m
マンホール工　　3箇所
付帯工　一式

829
平成25年度公共下水道（勝尾寺排水区）汚水管
渠築造工事

箕面市粟生間谷西6丁
目地内

土木工事

管きょφ200㎜　L=204.80m
L=199.33m
マンホール工　　9箇所
取付管およびます工　1箇所
付帯工　一式

（有）今宮建材 平成25年 8月30日 平成26年 1月31日 14,385,000 14,112,000

本変更は、舗装工およびアスカーブ設置工の増工と交通整理員の減工を差し
引きした結果、減額変更が生じるものです。
管きょφ200㎜　L=203.32m　L=197.85m
マンホール工　　9箇所
取付管およびます工　1箇所
付帯工　（舗装工）　　　　　　806.42m
付帯工　（アスカーブ設置工）　23m

860 なか幼稚園改修工事（その２） 箕面市箕面地内 建築工事 ・屋根改修工事 城下工務店（有） 平成25年 9月13日 平成25年10月31日 7,801,500 10,137,750
・災害が発生した場合の避難経路確保のために、既存ガラス部分に飛散防止
フィルムを貼る。

865 配水管移設工事№１（２５公下）
箕面市箕面４丁目地
内

土木工事

配水管敷設　φ 75㎜　L=100.4m
配水管敷設　φ100㎜　L=  3.2m
配水管敷設　φ150㎜　L= 10.2m
仕切弁設置　φ 75㎜　　　　 2基
消火栓設置（地下式単口）φ75㎜
1基
給水連絡φ13~25㎜　　 ２４箇所

（株）ミノケン 平成25年 9月18日 平成26年 3月20日 7,140,000 4,005,750

・当初計画していた雨水管配管ルートについて地元の要望を受けて施工が困
難になったため、代替案を再検討して別ルートに新たに配管する。これに伴い
水道管移設ルートも変更になり、契約金額の減額および工期の変更を行うも
のである。
配水管敷設　φ150㎜　　　　　　L= 20.0m
仕切弁設置　φ 75㎜　　　　　　 2基
消火栓設置（地下式単口）φ75㎜　1基
・当初計画していた雨水管配管ルートについて地元の要望を受けて施工が困
難になったため、代替案を再検討して別のルートに新たに配管する。これに伴
い水道管移設ルートも変更になり、契約金額の減額を行うものである。
配水管敷設Ｋ形　  φ 75㎜　　　　　　L=1.6m
配水管敷設Ｋ形　  φ150㎜　　　　　　L=1.7m
配水管敷設ＧＸ形　φ150㎜　　　　　　L=14.0m
仕切弁設置　φ150㎜　　　　　　 3基
消火栓設置（地下式単口）φ75㎜　1基
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870 桜ヶ丘住宅耐震補強工事（その１） 箕面市桜ヶ丘地内 建築工事

〇桜ヶ丘住宅１号館（１２戸）
・耐震補強工事（建築工事、電気
設備工事、機械設備工事）　一式
・屋上防水改修工事　一式
・外壁改修工事　一式
・その他工事（倉庫移設復旧工
事、外構整備工事）　一式

富国建設（株）　箕面営業所 平成25年 9月13日 平成26年 2月28日 90,300,000 106,345,050

・居住者の住環境及び夜間・作業休日の出入に配慮し、成型鋼板、パネル
ゲート設置を取り止め。
・解体時の火器使用を低減させるためバイブレイター解体を採用。
・外部足場を速やかに設置するため、土留めを設置。
・増築部に鉄骨造を採用したことにより、基礎形状を変更。
・工期短縮のために鋼製デッキによる型枠を採用。
・桜ヶ丘１、２号館の工事工程から、一時移転住宅の風呂が使用できなくなっ
たため、仮設風呂を設置。

887 道路舗装修繕工事No.1
箕面市小野原東一丁
目地内他

ほ装工事

舗装修繕工
　舗装版取壊し・処分工　一式
　舗装工　　　　　　　　一式
　附帯工　　　　　　　　一式

東西道路（株） 平成25年 9月30日 平成25年11月29日 9,351,300 9,163,350
本変更は出来高による舗装面積・附帯工等の精算変更及び板石修繕工の追
加を行うものです。

888 道路舗装修繕工事No.2
箕面市小野原西一丁
目地内他

ほ装工事

舗装修繕工
　舗装版取壊し・処分工　一式
　舗装工　　　　　　　　一式
　附帯工　　　　　　　　一式

東西道路（株） 平成25年 9月30日 平成25年11月29日 25,261,950 24,755,850 本変更は出来高による舗装面積・附帯工等の精算変更を行うものです。

905 市庁舎本館天井改修工事 箕面市西小路地内 建築工事
アスベスト除去一式
天井仕上げ一式

さくら建設（株） 平成25年10月 3日 平成26年 3月12日 18,060,000 22,998,150
①議場・理事者ロビー・控室の天井を解体する
②議場天井面の吹付塗装仕上を取りやめる

919 給水管整備工事№２（２５） 箕面市小野原東地内 管設備工事

給水連絡工　HIVPφ13㎜　３９箇
所
給水連絡工　HIVPφ20㎜　６９箇
所
給水連絡工　HIVPφ25㎜　２１箇
所
給水連絡工　HIVPφ30㎜　１１箇
所
給水連絡工　HIVPφ40㎜　１９箇
所

エースイ設備（株） 平成25年10月16日 平成26年3月24日 26,428,500 12,723,900
本工事に際して整備対象家庭の現地立会及び施工承諾が予定通りに進捗し
なかったため。

932 桜ヶ丘住宅1号館耐震補強に伴うガス設備工事 箕面市桜ヶ丘地内 管設備工事

〇桜ヶ丘住宅１号館（１２戸）
〇桜ヶ丘住宅1号館の耐震補強、
屋上防水改修、外壁改修工事に
伴うガス配管設備等工事
・ガス設備工事　一式
・ガス設備に伴う付帯工事　一式
・給湯設備工事　一式

（株）増田設備 平成25年10月16日 平成26年 2月28日 10,605,000 11,790,450 当該工事に係る一時移転住宅へガス供給を行う必要が生じたため。

963 今宮３丁目地内配水管改良工事（２５）
箕面市今宮３丁目地
内

土木工事

配水管敷設　K形Φ150mm
L＝6.8m
配水管敷設　K形Φ200mm
L＝1.7m
配水管敷設 GX形Φ200mm
L＝1.8m
仕切弁設置　Φ150mm  N＝1基
仕切弁設置　Φ200mm  N＝1基
不断水T字管設置　Φ300mm
N＝1箇所
舗装本復旧　一式
給水連絡Φ20㎜　2箇所
給水連絡Φ25㎜　1箇所

（有）大濱産業 平成25年10月22日 平成26年 1月10日 4,627,350 4,389,000

現場試掘の結果により施工方法の変更を行い、不断水T字管設置φ300mm
の施工を減工し、また、舗装本復旧を増工した。
配水管敷設　K形Φ150mm　L＝3.7m
配水管敷設　K形Φ200mm　L＝0.7m
仕切弁設置　Φ150mm  N＝1基
舗装本復旧　一式
給水連絡φ13㎜　1箇所
給水連絡Φ20㎜　1箇所
給水連絡Φ25㎜　1箇所

1000 西南小学校改修工事（その２） 箕面市瀬川地内 建築工事

飛散防止フィルム貼
什器転倒防止対策
アリーナ照明器具落下防止対策
コーディネーター控室整備

北谷建設（株） 平成25年10月30日 平成26年 3月12日 25,515,000 28,886,550 飛散防止フィルム張り　（321㎡増）

1012 かやの幼稚園改修工事（その２） 箕面市萱野地内 建築工事
・トイレ改修工事
・飛散防止フィルム貼り工事

北大阪木材（株） 平成25年10月31日 平成26年 3月12日 15,697,500 16,218,300

・南面に面した教室等の窓を遮熱フィルム貼にすることにより、夏場の気温上
昇を抑え、教室の環境を改善するため。
飛散防止フィルムを一部遮熱フィルムに変更
　　飛散防止フィルム　　　74.3㎡
　　飛散防止フィルム外貼　16.0㎡
　　遮熱フィルム　　　　 164.0㎡
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1023 北芝住宅耐震補強工事（その１） 箕面市萱野地内 建築工事

〇北芝住宅Ａ棟、Ｂ棟
　・耐震補強工事　一式
　・屋上防水改修工事　一式
　・トランクルーム移設工事　一式

西田工業（株）　箕面営業所 平成25年11月11日 平成26年3月24日 123,690,000 128,203,950

① 工期短縮のため、型枠工法を変更する。
② 杭打機の搬入・据え付けに車いす用回転スペースが干渉するため、一時
撤去の上、復旧する。

1025 第三中学校改修工事 箕面市瀬川地内 建築工事
・飛散防止フィルム貼
・什器転倒防止対策
・アリーナ照明器具落下防止対策

北谷建設（株） 平成25年11月 6日 平成26年 3月12日 32,550,000 29,199,450
飛散防止フィルム、日射調整フィルムの施工範囲が変更となったため。
飛散防止フィルム貼り1293㎡
日射調整フィルム貼り534㎡

1048 通学路安全対策工事No.2 箕面市南部西部地内 土木工事 道路維持工事　一式 （株）白石組 平成25年11月 6日 平成26年 1月31日 6,342,000 5,523,000

交差点カラー化については、他工事による舗装復旧作業が予定されており、
本工事の工期内で当該作業を実施することが不可能になったため施工を中止
した。また、溶融式区画線についても、同様の理由により一部の施工を中止し
た。さらに、住民との折衝を経て施工内容を変更または削除した箇所も数件
あった。
　以上の理由より、本工事の工事金額は減額に至ったものである。

1049 通学路安全対策工事No.1 箕面市北部東部地内 土木工事 道路維持工事　一式 （有）三光建設 平成25年11月 6日 平成26年 1月31日 3,727,500 4,389,000

本工事において工事地権者との協議による施工中止や地元協議において抜
本的な対策を講じる必要がある案件などが生じたこと等により設計変更する。
・転落防止柵(標準)H=800~1100　 L=22.1m
・転落防止柵(勾配)　　　　　     L=20m
・横断防止柵　　　　　          L=44m
・道路反射鏡　　　　　          N=5箇所（設置方式変更）
・区画線(溶融式)　　　           L=1252m
・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(W=200~400)　      L=4m
・架台設置(等辺山型鋼)　　　　　 N=1箇所
・車線分離標(着脱式)　　         N=9本
・鋼板設置(縞鋼板)　　 　　　　　N=1箇所

1054 箕面小学校プール改修工事 箕面市百楽荘地内 管設備工事 ・プール耐震化工事　一式 相和システム　（株） 平成25年11月 7日 平成26年 3月12日 37,884,000 38,713,500
床嵩上げに伴い、テントフレーム新設と既設テントの改修が必要となるため。
既設波板が破損しており、屋根として機能しておらず、張り替えを行う必要が
あるため。

1056 中小学校プール改修工事 箕面市稲地内 管設備工事 プール耐震化工事　一式 （株）渡辺水道工業所 平成25年11月 7日 平成26年 3月12日 42,367,500 42,571,200 既存日除けテントの塗装がはがれており危険なため、塗装が必要なため。

1076 桜ヶ丘住宅２号館耐震補強に伴うガス設備工事 箕面市桜ヶ丘地内 管設備工事

〇桜ヶ丘住宅２号館の耐震補
強、屋上防水・外壁改修工事に伴
うガス配管設備等工事
・ガス設備工事　一式
・ガス設備に伴う付帯工事　一式
・給湯設備工事　一式

（株）増田設備 平成25年11月12日 平成26年3月24日 10,500,000 11,739,000
・当該工事に係る一時移転住宅へガス供給を行う必要が生じたため。
・仮設供給用メーター設置
・前記に伴うガス配管工事　一式

1078 萱野東小学校プール改修工事 箕面市石丸地内 管設備工事 プール耐震化工事　一式 コスモー産業（株） 平成25年11月11日 平成26年 3月12日 42,735,000 42,966,000

プールサイドの卒業記念モニュメントの移設先を、プールサイドから校舎北側
の空き地に変更したため。
塗膜のはがれによる利用者のケガ防止の為、既設日除けテント塗装を行う必
要があるため。

1081 萱野北小学校プール改修工事 箕面市如意谷地内 管設備工事 プール耐震化工事　一式 エースイ設備（株） 平成25年11月11日 平成26年 3月12日 44,866,500 45,394,650
床嵩上げに伴い、既設テントの改修が必要となるため。
一部排水通気設備施工が不要となったため。
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1113 市道才ヶ原線歩道改良工事 箕面市箕面5丁目地内 土木工事

道路土工　　　　一式
舗装設置工　　　一式
排水構造物工　　一式
縁石工　　　　　一式
区画線工　　　　一式
道路標識設置工　一式
防護柵工　　　　一式
道路植栽工　　　一式
既設人工修復工　一式
構造物撤去工　　一式

（株）三原組 平成25年11月26日 平成26年6月30日 91,350,000 96,465,600

本変更は工事着手し、試掘をした結果から既設水道等の埋設位置が当初想
定した位置がずれていたため、当初計画の排水施設の埋設スペースが確保
できず、排水構造物等の構造変更の検討が必要となったことや地元自治会と
の協議に必要となる仮設路面ハンプ設置や現地基準点の復旧を追加したこと
や増税に伴う税率の変更による設計金額の変更を生じたための工事金額変
更を行う。
　また、排水構造物等の構造変更や仮設ハンプ設置位置についての自治会
および近隣住民との協議に時間を要したための工期変更を行う。
道路土工　　　　　一式
舗装設置工　　　　一式
排水構造物工　　　一式
縁石工　　　　　　一式
区画線工　　　　　一式
道路標識設置工　　一式
道路付属施設工　　一式
防護柵工　　　　　一式
道路植栽工　　　　一式
既設人工修復工　　一式
構造物撤去工　　　一式
仮設ハンプ設置工　一式
道路清掃工　　　　一式
測量工　　　　　　一式
附帯工　　　　　　一式

1114-1 市道稲野上野線歩道改良工事 箕面市新稲4丁目地内 土木工事

掘削工　V=610m3
埋戻工　V=210m3
残土処理工　V=380m3
場所打擁壁工　V=24m3
側溝工　L=202m
管渠工　L=189m
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工　N=28箇所
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道）　A=930m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）　A=180m2
透水性舗装工（歩道）　A=580m2
縁石工　L=525m、N=24箇所
街渠工　L=324m、N=10箇所
路側防護柵工　L=6m
防止柵工　L=423m
車止めﾎﾟｽﾄ工　N=3本
防護柵撤去工　L=300m
伐採工　N=1式
防球ネット移設工　N=1式

鳥井建設（株） 平成25年11月20日 平成26年4月30日 47,569,200 56,546,640

本工事については、歩道拡幅及び南側交差点を改良するものであるが、公安
委員会が周辺道路の一方通行規制を検討し、自治会説明したところ、規制の
反対かつ、代替案として交差点の改良計画案の再検討を要求され、施工検
討・協議に時間を要し、再度説明会を実施することになったため、工期内での
竣工が困難になった。また、学校の通学路であるため、学校関係者から早期
の竣工を要望され、工期の短縮をするためにコンクリート二次製品を使用し
た。さらに、歩道改良の影響範囲の増加に伴い、舗装数量が増加した。
以上の理由により、本工事は履行期間の延長及び増額に至ったものである。
掘削工　V=659m3
埋戻工　V=210m3
残土処理工　V=425m3
場所打擁壁工　V=24m3
側溝工　L=210m
管渠工　L=211m
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工　N=27箇所
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道）　A=1,137m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）　A=180m2
透水性舗装工（歩道）　A=582m2
薄層カラー舗装工　A=43m2
コンクリート舗装工　A=7m2
縁石工　L=236m、N=1箇所
縁石街渠工　L=272m、N=20箇所
街渠工　L=37m、N=4箇所
路側防護柵工　L=0m
防止柵工　L=423m
車止めﾎﾟｽﾄ工　N=3本
小型標識工　N=3本
区画線工　L=378m
照明工　N=1箇所
付帯工　N=1式
伐採工　N=1式
防球ネット移設工　N=1式
構造物撤去工　N=1式
仮設工　N=1式

【工期変更前】　平成25年11月20日　から　平成26年3月31日　まで
【工期変更後】　平成25年11月20日　から　平成26年4月30日　まで
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1114-2 通学路安全対策工事№３ 箕面市新稲4丁目地内 土木工事

掘削工　V=80m3
埋戻工　V=40m3
残土処理工　V=35m3
場所打擁壁工　V=16m3
側溝工　L=18m
管渠工　L=2m
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工　N=4箇所
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道）　A=29m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）　A=100m2
縁石工　L=56m、N=2箇所
街渠工　L=36m、N=2箇所
防止柵工　L=76m
防護柵撤去工　L=42m

鳥井建設（株） 平成25年11月20日 平成26年3月24日 3,880,800 4,085,550

本工事は、市有地に歩道を新設するものであるが、将来歩道敷となる箇所を
掘削中に井戸が出土したため、その処理について井戸改修工を追加した。
　また、西小学校、第一中学校の通学路であるため、学校やPTA、自治会から
早期の竣工を要望され、工期の短縮をするためにコンクリートの養生期間を
省略できるコンクリート二次製品を使用した。
　以上の理由により、本工事は増額に至ったものである。
掘削工　V=80m3
埋戻工　V=40m3
残土処理工　V=35m3
場所打擁壁工　　　V=16m3
側溝工　　　　　　L=19m
管渠工　　　　　　L=3m
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工　 N=4箇所
As舗装（車道）　 A=0m2
As舗装（歩道）　 A=96m2
縁石工　　　　　　L=23m、N=2箇所
縁石街渠工　　　　L=32m、N=1箇所
街渠工　　　　　　L=5m、N=2箇所
防止柵工　　　　　L=75m
井戸改修工　　　　N=1箇所

1115 ひがし幼稚園・なか幼稚園トイレ改修工事
箕面市粟生間谷西他
地内

建築工事 トイレ改修工事 北谷建設（株） 平成25年11月20日 平成26年 3月12日 25,200,000 25,830,000

工事着工後にトイレ解体範囲を現地調査した結果、解体するコンクリート量が
大幅に増加したため。
・コンクリート撤去　10.6㎡増
・発生剤処分　10.6㎡増

1116 公園施設補修工事№２ 箕面市箕面地内他 土木工事
園路工　　A=１６９㎡
会談工　　一式
整地工　　一式

（有）三光建設 平成25年11月21日 平成26年 1月31日 4,250,400 4,713,450

本変更は園路工において、瀬川北公園を追加施工するのと地元自治会から
の要請により、杉谷公園の整地工を本工事から削除するもの。
園路工　　A=２０２㎡
階段工　　一式

1117
西小路1丁目地内ほか配水管改良工事（２５）（２４
繰越）

箕面市西小路1丁目ほ
か地内

土木工事

配水管敷設φ75～φ250㎜
L=  672.4m
仕切弁設置φ75～150㎜　　　　２
１基
既設配水管撤去φ40～250㎜
L=651.5m
給水連絡φ13～50㎜　　　４２箇
所
消火栓設置（地下式単口）φ75㎜
４基
舗装本復旧　　　　　　　　　一式

上田良建設（株） 平成25年11月29日 平成26年3月28日 58,663,500 62,692,350

試験堀りの結果、予定外の埋設物等による増工が発生したため。
配水管敷設φ75～φ250㎜　　L=  666.0m
仕切弁設置φ75～150㎜　　　　２１基
既設配水管撤去φ40～250㎜　　　　　L=693.7m
給水連絡φ13～50㎜　　　４３箇所
消火栓設置（地下式単口）φ75㎜　　４基
舗装本復旧　　　　　　　　　一式

1118
粟生外院4丁目地内ほか配水管改良工事（２５）
（２４繰越）

箕面市粟生外院4丁目
ほか地内

土木工事

配水管敷設φ 75㎜
L=429.9m
配水管敷設φ100㎜
L=538.1m
配水管敷設φ150㎜
L=425.4m
仕切弁設置φ75～150㎜　　　　２
７基
消火栓設置（地下式単口）φ75㎜
L=1,343.9m
給水連絡φ20～25㎜　　　１３１箇
所
舗装本復旧　　　　　　　　　　　１式

（株）石川工業 平成25年11月29日 平成26年3月28日 101,745,000 96,808,950

施工区間の一部において歩道敷が狭く既設水道管の撤去が困難であったた
め。
配水管敷設φ 75㎜　　　　　　　　L=424.0m
配水管敷設φ100㎜　　　　　　　　L=534.4m
配水管敷設φ150㎜　　　　　　　　L=430.0m
仕切弁設置φ75～150㎜　　　　　　27基
消火栓設置（地下式単口）φ75㎜　 L=1,103.0m
充填工　　　　　　　　　　　　　　　　L=241.0ｍ
給水連絡φ20～25㎜　　　　　　　１27箇所
舗装本復旧　　　　　　　　　　　１式

1119 公園施設補修工事№１
箕面市彩都粟生北地
内

管設備工事
公園水道施設埋設管敷設
φ４０㎜　Ｌ＝１５２．３ｍ

（株）増田設備 平成25年11月21日 平成26年 1月16日 1,102,500 1,338,750

当初、残土は少量につき公園内に仮置きの設計であったが、６号公園施工業
者との打ち合わせにより、残土は搬出するよう指示があり変更するものです。
また、試験掘の結果、既設の散水栓につなぐ施行のため、延長が増え、増額
の変更を行うものです。
公園水道施設埋設管敷設　φ４０㎜　L＝６．６ｍ増加
発生土処理　場内仮置　→　残土処分２７．３㎡

1120 道路舗装修繕工事No.3
箕面市粟生新家一丁
目地内

ほ装工事

舗装修繕工
　舗装版取壊し・処分工　一式
　舗装工　　　　　　　　一式
　附帯工　　　　　　　　一式

（株）三原舗道 平成25年11月27日 平成26年 1月31日 18,637,500 18,522,000 本変更は出来高による舗装面積・附帯工等の精算変更を行うものです。
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1121 道路舗装修繕工事No.4
箕面市半町二丁目地
内他

ほ装工事

舗装修繕工
　舗装版取壊し・処分工　一式
　舗装工　　　　　　　　一式
　附帯工　　　　　　　　一式

イケモトコーポレーション（株） 平成25年11月27日 平成26年 1月31日 9,219,000 9,012,150 本変更は出来高による舗装面積・附帯工等の精算変更を行うものです。

1132 坊島水系配水幹線敷設工事（２５）
箕面市桜5丁目ほか地
内

土木工事

配水管敷設　φ300㎜　L=256.8m
仕切弁設置　φ300㎜　　　　1基
ドレン管設置　φ50㎜ L=  9.4m
舗装本復旧　　　　　　　　1式

（株）仲野商店 平成25年11月25日 平成26年 3月12日 19,635,000 21,016,800

本変更は、配管法線上において配管計画位置に横断的に雨水管が埋設され
ており、これが支障となることから配管後に雨水管を機能復旧したこと、また舗
装本復旧工の一部において既設舗装とのすりつけが困難である箇所があり、
増工とすることにより、増額変更するものです。
配水管敷設　φ300㎜　L=257.0m
仕切弁設置　φ300㎜　　　　1基
ドレン管設置　φ50㎜ L= 24.6m
舗装本復旧　　　　　　　　1式

1178 萱野小学校プール改修工事 箕面市萱野地内 建築工事 プール耐震化工事　一式 （株）江川組 平成25年11月29日 平成26年 3月24日 44,310,000 44,819,250 既存日除けテントの痛みが激しく機能を果たせないため、改修が必要なため。

1186
東生涯学習センター駐車場増築に伴う電気設備
工事

箕面市粟生間谷西 電気設備工事

・駐車場増築工事　一式
・既設駐車場改修工事　一式
（受電設備、電灯設備、コンセント
設備）

浦津電気工事（株） 平成25年12月9日 平成26年5月30日 6,615,000 8,082,890

資材の高騰により入札が不調となり、契約手続きに日数を要したため。
消費税率が変更されたため。
必要な資材の調達等に当初予定していた以上の時間を要したため。
消費税率が変更されたため。

1193 配水管移設工事№２（２５公下） 箕面市瀬川5丁目地内 土木工事

配水管布設φ100㎜　　L= 2.2m
配水管布設φ150㎜　　L=91.9m
仕切弁設置φ 75㎜　　N=　２基
給水連絡φ13～25㎜　N=15箇所

小畑建工（株） 平成25年12月 3日 平成26年 1月31日 7,455,000 9,269,400

地下埋設状況の結果、市水道管が雨水管渠整備に支障をきたすため、当初
予定していた移設範囲に加えて、下水道課より約３０ｍの水道管の移設依頼
を受け増工したことにより増額するもの。
配水管布設φ 75㎜　　L=35.7m
配水管布設φ100㎜　　L= 2.7m
配水管布設φ150㎜　　L=93.9m
仕切弁設置φ 75㎜　　N=　２基
仕切弁設置φ150㎜　　N=　１基
給水連絡φ13～25㎜　 N=14箇所

1214 道路舗装修繕工事No.5 箕面市西地区 ほ装工事

舗装修繕工
・不陸整正（車道施工）
A=12,300m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（機械）表層
A=12,300m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工
L=245m
・殻運搬処理 （As殻）
V=615m3

（株）三原舗道 平成25年12月11日 平成26年 3月12日 45,780,000 51,620,100

本工事において現地立会後、舗装打換え範囲の変更および区画線設置等追
加工事が生じたため
・不陸整正（車道施工）             A=13,460m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（機械）表層　　 　  A=13,147m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力）表層　　 　  A=317m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工          　   L=230m
・区画線（溶融式）                 L=1,979m
・殻運搬処理（D4t）          　   V=633m3
・殻運搬処理（D2t）           　  V=40m3

1215 道路舗装修繕工事No.6 箕面市東地区 ほ装工事

・不陸整正(車道施工)
A=11,070m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)表層
A=10,440m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)表層
A=624m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)基層
A=624m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工
L=213m
・殻運搬処理 (As殻)
V=585m3

昭和建設（株） 平成25年12月11日 平成26年 3月 5日 43,081,500 47,738,250

本工事において既設舗装厚測定後、舗装厚範囲の変更および区画線工の追
加等が生じたため
・不陸整正(車道施工)          　 A=10,380m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)表層　　　　　A=7,510m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)表層　　　　　A=2,870m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)基層　　　　　A=2,870m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工          　  L=193m
・区画線(溶融式)              　L=1,250m
・殻運搬処理(As殻)              V=576m3
・殻運搬処理(ｽﾗｸﾞ殻)            V=87m3

1216 道路舗装修繕工事No.7 箕面市南地区 ほ装工事

・不陸整正（車道施工）
A=10,820m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（機械）表層
A=8,770m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（機械）表層
A=2,050m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（機械）基層
A=2,050m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工
L=256m
・殻運搬処理 （As殻）
V=644m3

東西道路（株） 平成25年12月11日 平成26年 3月12日 45,654,000 48,453,300

本工事において既設舗装厚測定後、舗装厚が厚いため、舗装打換えから路
面切削への工法変更および区画線設置等追加工事が生じたため
・不陸整正（車道施工）        　     A=5,490m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（機械）表層　　　 　　A=2,850m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（機械）表層　　　　 　A=5,070m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（機械）基層　　　   　A=2,640m2
・切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工（1層）　 　　　      A=2,420m2 （切削深6cm超え12cm以下）
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工             　  L=870m
・区画線（溶融式）                 　L=1,055m
・殻運搬処理（As殻）            　   V=463m3
・殻運搬処理（切削殻）           　  V=242m3
・車止めｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去復旧工       　  N=1式
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1217 道路舗装修繕工事No.8 箕面市北地区 ほ装工事

・不陸整正(車道施工)
A=7,870m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)表層
A=2,550m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)表層
A=5,320m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)基層
A=5,320m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工
L=133m
・殻運搬処理 (As殻)
V=660m3

イケモトコーポレーション（株） 平成25年12月11日 平成26年 3月12日 44,100,000 50,503,950

本工事において既設舗装厚測定後、舗装厚が厚いため、舗装打換えから路
面切削に工法変更および区画線追加工事等が生じたため
・不陸整正(車道施工)          　 A=2,230m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)表層　　　　　A=2,230m2
・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工(2層)　　　　        　A=5,920m2
・路面切削　　　　　              A=5,920m2 (切削深6cm超え12cm以下)
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工          　  L=126m
・区画線(溶融式)              　L=1,820m
・殻運搬処理(As殻)          　  V=111m3
・殻運搬処理(切削殻)         　  V=592m3

1218 通学路安全対策工事No.4
箕面市船場東2丁目、
3丁目地内

土木工事

掘削工　　　　　　　V=70m3
歩道盛土工　　　　　V=20m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道）A=734m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）A=570m2
側溝工　　　　　　　L=89m
縁石工　　　　　　　L=106m、N=9
箇所
境界工　　　　　　　L=12m
防止柵工　　　　　　L=24m
区画線工　　　　　　L=1817m
反射鏡工　　　　　　N=1基
構造物撤去工　　　　N=1式

（有）ケイエスティコーポレーション 平成25年12月11日 平成26年3月24日 14,280,000 15,086,400

本工事は、交差点の形状を安全な形に改良する工事であるが、撤去する舗装
版の厚みについて、当初は10㎝で設計していたところ、現地では20㎝あり舗装
版撤去数量が増加した。
　また、大阪府立箕面支援学校前の交差点に有る信号機が廃止されることか
ら、学校への車両の出入りの安全対策として、小型標識工、区画線工を追加
した。
　以上の理由より、本工事は増額に至ったものである。
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工（車道）　　 A=662m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道）　　　A=45m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道密粒）　A=67m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道開粒）　A=501m2
点字シート工　　　　　　　N=247枚
ブロック舗装工　　　　　　A=5m2
側溝工　　　　　　　　　　L=149m
管渠工　　　　　　　　　　L=22m
集水桝工　　　　　　　　　N=2箇所
縁石工　　　　　　　　　　L=102m、N=10箇所
境界工　　　　　　　　　　L=0m
防止柵工　　　　　　　　　L=30m
小型標識工　　　　　　　　N=1本
区画線工　　　　　　　　　L=1552m
反射鏡工　　　　　　　　　N=1基
道路付属物工（道路鋲）　　N=23個

1219 給水管整備工事№３（２５） 箕面市桜ほか地内 管設備工事

給水連絡工HIVPφ１３㎜　２１箇
所
　　〃　　HIPVφ２０㎜　４４箇所
　　〃　　HIPVφ２５㎜　１９箇所
舗装本復旧工　　　　　　　１式

（株）三原工業 平成25年12月11日 平成26年3月24日 16,800,000 12,580,050

本工事は、昭和56年度までに配水管分岐からメーターまでしようされている鉛
製給水管の老朽化による漏水防止対策及び鉛溶出による水質対策に対応す
るため、計画的に硬質塩化ビニール管への取替を実施しているものです。
本工事に際しては、整備対象家庭の本工事に対する理解・協力が不可欠であ
えり、各家庭の施工承諾後に工事着手しています。しかしながら、留守家庭が
多く現地立会がスムーズに進まないことや施行承諾、施工日程の調整に時間
を要したことから工期内に当初予定していた施工箇所数の工事ができなかっ
たため、今回減額変更するものです。
給水連絡工HIVPφ１３㎜　１５箇所
　　〃　　HIPVφ２０㎜　４０箇所
　　〃　　HIPVφ２５㎜　１３箇所
　　〃　　HIPVφ３０㎜　　１箇所
舗装本復旧工　　　　　　　１式

1233 構造物補修工事Ｎｏ．３ 箕面市新稲地内 土木工事
土工　一式
擁壁工　Ｌ＝２３．２ｍ

（株）津賀建設 平成25年12月 6日 平成26年 1月31日 2,614,500 2,675,400
本変更は主に当該工事区間に近接する道路法面石積が崩落する危険が高ま
り迅速な補修を要したことから、歩行者等の通行の安全確保のため石積の補
修を実施したことによるものである。

1252 萱野小学校エアコン設置工事 箕面市萱野地内 電気設備工事
普通教室等へのエアコン設置工
事　一式

松谷電気（株） 平成25年12月19日 平成26年 3月12日 38,115,000 42,341,250
普通教室だけでなく、支援教室・少人数教室にもエアコン設置が必要であるた
め
エアコン設置範囲追加（室内機１０台）

1253 箕面小学校エアコン設置工事 箕面市百楽荘地内 電気設備工事
普通教室等へのエアコン設置工
事　一式

（有）伊藤電業 平成25年12月19日 平成26年 3月12日 37,905,000 40,483,800 支援教室・少人数教室にもエアコン設置可能な配管・配線にしたため。

1254 西南小学校エアコン設置工事 箕面市瀬川地内 電気設備工事
普通教室等へのエアコン設置工
事　一式

（有）伊藤電業 平成25年12月19日 平成26年 3月12日 47,964,000 49,830,900 支援教室・少人数教室にもエアコン設置可能な配管・配線にしたため。

1255 南小学校エアコン設置工事 箕面市桜地内 電気設備工事
普通教室等へのエアコン設置工
事　一式

（有）大起電工 平成25年12月19日 平成26年 3月12日 35,490,000 39,195,450
普通教室だけでなく、支援教室・少人数教室にもエアコン設置が必要であるた
め。
エアコン設置範囲追加（室内機6台）

1257 西小学校エアコン設置工事 箕面市新稲地内 電気設備工事
普通教室等へのエアコン設置工
事　一式

（有）道原電設　 平成25年12月25日 平成26年 3月12日 55,629,000 56,685,300
普通教室だけでなく、支援教室・少人数教室にもエアコン設置が必要であるた
め。
エアコン設置範囲追加（室内機8台）
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1259 中小学校エアコン設置工事 箕面市稲地内 電気設備工事
普通教室等へのエアコン設置工
事　一式

森本電気工事（株） 平成25年12月25日 平成26年 3月12日 48,720,000 54,735,450
普通教室だけでなく、支援教室・少人数教室にもエアコン設置が必要であるた
め。
エアコン設置範囲追加（室内機11台）

1272 彩都の丘小学校・中学校エアコン設置工事
箕面市彩都粟生北地
内

電気設備工事
普通教室等へのエアコン設置工
事　一式

（株）宮野電気 平成25年12月20日 平成26年 3月12日 21,892,500 20,753,250
工事着工後、現場にて一部天井を撤去し、調査した結果、工事費を圧縮する
ことが可能であると判明したため。
電気設備工事配線、配管工事　一式　数量縮小変更

1277 公園施設補修工事№3
箕面市小野原東地内
他

土木工事

スライドシーソー設置　一式(北の
杜公園)
遊具設置　　　　　　　一式(下川原
遊園)
テーブルベンチ設置　　一式(下川
原遊園他2公園)
清掃用具倉庫設置　　　一式(北
の杜公園公園他1公園)

関西工事測量（株） 平成25年12月24日 平成26年 3月12日 4,273,500 4,818,450

本変更の主な理由は、下川原遊園の遊具設置において、安全領域をより多く
確保するため、周辺の樹木の根の撤去、砂場の一時撤去及び復旧等が等を
追加施工する必要が生じたため増額変更するものです。
スライドシーソー設置　一式(北の杜公園)
遊具設置　　　　　　　一式(下川原遊園)
テーブルベンチ設置　　一式(下川原遊園他2公園)
清掃用具倉庫設置　　　一式(北の杜公園公園他1公園)
砂場工　　　　　　　　一式(下川原遊園)
花壇柵工　　　　　　　一式(下川原遊園)
撤去工　　　　　　　　一式(下川原遊園他1公園)

1283 第二中学校エアコン設置工事 箕面市萱野地内 電気設備工事
特別教室へのエアコン設置工事
一式

（株）宮野電気 平成25年12月26日 平成26年 3月12日 9,292,500 10,238,550
特別教室にエアコンを設置時、電気配線を伸ばす必要があるため。
電気配線を延長する（特別教室３室）

1284 第一中学校エアコン設置工事 箕面市新稲地内 電気設備工事
特別教室へのエアコン設置工事
一式

中井電気工事（株） 平成25年12月26日 平成26年 3月12日 10,447,500 11,284,350

特別教室にエアコンを設置するとき、変圧器の容量を増量する必要があった
ため。
①変圧器　200KVA
②配管・配線工事　追加一式

1285 第三中学校エアコン設置工事 箕面市瀬川地内 電気設備工事
特別教室へのエアコン設置工事
一式

相和システム　（株） 平成25年12月26日 平成26年 3月12日 12,285,000 12,454,050 特別教室にエアコンを設置するとき、配管、配線を伸ばす必要があったため。

1287 第五中学校エアコン設置工事 箕面市稲地内 電気設備工事
特別教室へのエアコン設置工事
一式

（有）道原電設　 平成25年12月26日 平成26年 3月12日 11,109,000 11,490,150
特別室にエアコンを設置するとき、変圧器の容量を増量する必要があったた
め。
変圧器200KVAを設置

1288 第六中学校エアコン設置工事
箕面市粟生間谷西地
内

電気設備工事
特別教室へのエアコン設置工事
一式

（有）大起電工 平成25年12月26日 平成26年 3月12日 11,004,000 12,436,200 特別教室にエアコンを設置するとき、配管、配線を伸ばす必要があったため。

1291 止々呂美小学校・中学校エアコン設置工事 箕面市森町中地内 電気設備工事
普通教室等へのエアコン設置工
事　一式

攝津電機工業（株） 平成25年12月26日 平成26年 3月12日 39,795,000 41,160,000

特別教室にエアコンを設置するとき、変圧器の容量を増量する必要があった
ため。
①配管・配線工事　追加一式
②変圧器容量三相150KVA

1296 桜ヶ丘住宅耐震補強工事（その２） 箕面市桜ヶ丘地内 建築工事

〇桜ヶ丘住宅１号館（１２戸）
・耐震補強工事（建築工事、電気
設備工事、機械設備工事）
・屋上防水改修工事
・外壁改修工事
・その他工事（倉庫移設復旧工
事、外構整備工事）

富国建設（株）　箕面営業所 平成25年12月27日 平成26年3月24日 93,439,500 101,411,100

・居住者の住環境及び夜間・作業休日の出入に配慮し、成型鋼板、パネル
ゲート設置を取り止め。
・解体時の火器使用を低減させるためバイブレーター解体を採用した。
・工期短縮のために基礎形状を変更した。
・桜ヶ丘１、２号館の工事工程から、一時移転住宅の風呂が使用できなくなっ
たため、仮設風呂を設置。

1298 第六中学校プール改修工事
箕面市粟生間谷西地
内

管設備工事 プール耐震化工事　一式 （株）増田設備 平成25年11月 8日 平成26年 3月12日 41,044,500 43,066,800
既設プールテント屋根が破損しており、屋根として機能しておらず、補修の必
要があるため。
プール授業にあたり、飛び込み台が必要であるため。

1299 第五中学校プール改修工事 箕面市稲地内 管設備工事 プール耐震化工事　一式 （株）三原工業 平成25年11月 8日 平成26年 3月12日 44,782,500 46,028,850 プール授業の実施に当たり、スタート台の設置が必要なため。

1303 豊川北小学校・第四中学校プール改修工事
箕面市粟生間谷西・石
丸地内

建築工事 プール耐震化工事　一式 西川建設（株） 平成25年12月 3日 平成26年 3月12日 84,105,000 87,662,400

・給水バルブから水漏れがあるので取り換える必要があるため。
・塗膜のはがれによる利用者のケガ防止の為、既設日除けテント塗装を行う
必要があるため。
・濾過ポンプの台が錆で割れており、再取り付けできないので取り換える必要
があるため。
・プール授業により飛び込み台が必要なため。
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1304 西小学校・第一中学校プール改修工事 箕面市新稲地内 建築工事 プール耐震化工事　一式 北谷建設（株） 平成25年12月 3日 平成26年 3月12日 89,355,000 92,229,900

西小学校
・床嵩上げに伴い、外周フェンスの新設が必要となったため。
第一中学校
・プール授業にあたり、飛び込み台が必要であるため。

1310 通学路安全対策工事No.5 箕面市内全域 土木工事

薄層カラー舗装工　　A=182m2
場所打水路工　　　　L=77m
車止めポスト工　　　N=4基
防止柵工　　　　　　L=73m
標識工　　　　　　　N=8基
区画線工　　　　　　L=712m
道路付属物工　　　　N=34本
構造物取壊し工　　　N=1式
運搬処理工　　　　　N=1式

（有）今宮建材 平成25年12月27日 平成26年 3月12日 9,765,000 10,809,750

　本工事は、市内通学路を安全にするための工事であるが、場所打水路工に
ついて、設計図面と現況形状に差異があり、コンクリート打設量及び側溝蓋の
数量が増加した。また、場所打水路工及び標識工について、本体工事の影響
範囲が広がりアスファルト舗装数量が増加した。
　以上の理由より、本工事の工事金額は増額に至ったものである。
薄層カラー舗装工　　A=193m2
場所打水路工　　　　L=87m
車止めポスト工　　　N=3基
防止柵工　　　　　　L=69m
標識工　　　　　　　N=8基
区画線工　　　　　　L=610m
道路付属物工　　　　N=29本
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道）A=22m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）A=4m2
構造物取壊し工　　　N=1式
運搬処理工　　　　　N=1式

1311 第四中学校東歩道新設整備工事
箕面市石丸一丁目及
び外院一丁目地内

土木工事

土工　　　　　　　一式
舗装工　　　　　　一式
擁壁工　　　　　　一式
縁石・境界石工　　一式
排水工　　　　　　一式
安全施設工　　　　一式
道路付属施設工　　一式
取壊し・撤去工　　一式

明広開発（株） 平成25年12月27日 平成26年6月30日 15,960,000 23,992,200

本工事は、通学路の安全確保のため、第四中学校と第二総合運動場の区間
において歩行者・自転車専用道の新設整備を行うもので、用地交渉及び用地
契約事務等と並行して工事施工を行っているものです。しかしながら、難航地
権者との交渉及び関連事務手続きにおいて、一部境界確定ができない事業
地があり、登記事務等についての事前調整に時間を要し、工事着手が遅れた
ことと新設歩道を横断する農道の安全確保などの地元要望に対応するため、
市道の隅切り整備等の追加変更を行うことから、年度内での完了が困難とな
り、事業期間を延伸するものです。

1312 市道白島外院線歩道新設工事 石丸一丁目 土木工事

道路土工　　　一式
構造物土工　　一式
舗装工　　　　一式
擁壁工　　　　一式
床版工　　　　一式
排水構造物工　一式
縁石工　　　　一式
防護柵工　　　一式
区画線工　　　一式
構造物施設工　一式
構造物撤去工　一式

（株）今木組 平成25年12月27日 平成26年6月30日 39,165,000 48,348,360

本変更は、用地買収における地権者交渉において、承諾までに時間を要した
ことや、地元要望に伴う工事影響範囲の整備工事などを追加する必要がある
ことから、増額変更と工期変更をあわせて行うものです。

工期延期
　変更前：平成25年12月27日から平成26年3月31日
　変更後：平成25年12月27日から平成26年6月30日

1343 箕面市立病院付属棟他外壁改修工事 箕面市萱野地内 建築工事 外壁改修工事、防水改修工事 城下工務店（有） 平成26年 1月17日 平成26年 2月28日 8,211,000 10,113,600
ブリッジ上に車両が進入し、強度が必要なため。
外壁補修の範囲を調査した結果、ひび割れや欠損が大幅に増えたため
工事車両の進入経路を変更し、ガードマンの人数を減らしたため。

1346 市道論場線歩道改良工事
箕面市箕面一丁目地
内他

土木工事

道路土工　　　　一式
舗装工　　　　　一式
排水構造物工　　一式
縁石工　　　　　一式
防護柵工　　　　一式
区画線工　　　　一式
附帯工　　　　　一式
構造物撤去工　　一式

（株）大金建設 平成26年1月16日 平成26年3月27日 17,377,500 17,160,150

本変更は、当初設計より既設舗装厚が厚かったため路盤厚の変更を行ったこ
とや橋面舗装を切削オーバーレイに変更したことなど、実施内容にあわせた
精算変更を行うものです。

植樹帯工　　　　一式 　追加

1373 萱野２丁目地内配水管改良工事（２５） 箕面市萱野2丁目地内 土木工事

配水管敷設φ 75mm
L=68.0m
配水管敷設φ100mm
L=45.0m
仕切弁設置φ50~100mm　　4基
消火栓設置（地下式単口）φ
75mm
1基
給水管連絡φ20~25mm　　 3箇所
舗装本復旧　　　　　　　　　一式

（有）大濱産業 平成26年 1月23日 平成26年 3月12日 6,615,000 7,312,200

新設管接続及び既設管撤去に伴う試掘を行った結果、配水管延長が伸長し、
配水管材料の変更、またABS工法による仕切弁設置の追加工事や舗装面積
の変更の結果契約金額の増額変更を行うものです。
配水管敷設φ 75mm　　　　　　　L=76.6m
配水管敷設φ100mm　　　　　　　L=47.3m
配水管布設φ100mm（K形管）　　 L= 0.6m
仕切弁設置φ50~100mm　　　　　　4基
消火栓設置（地下式単口）φ75mm　1基
給水管連絡φ20~25mm　　　　　　 3箇所
舗装本復旧　　　　　　　　　　　一式
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1411 仕切弁改良及び消火栓設置工事（２５）
箕面市瀬川2丁目ほか
地内

土木工事

仕切弁設置工　　　　φ 75㎜　２
基
　　〃　　　　　　　φ100㎜　６基
　　〃　　　　　　　φ150㎜　２基
不断水仕切弁設置工　φ150㎜
１基
消火栓設置工　　　　φ 75㎜　３
基
舗装本復旧工　　　　　　　　一式

箕面土建 平成26年1月29日 平成26年3月24日 9,009,000 10,261,650
当初予定していた施工場所以外に緊急に施工が必要となったため。

1416 坊島送水管敷設工事（２５） 箕面市箕面2丁目地内 土木工事

送水管敷設　DCIP　φ450㎜
L=93.3m
導水管敷設　DCIP　φ200㎜　L=
6.7m
不断水T字管布設φ450㎜×φ
450㎜　N=１箇所
空気弁設置　　　　φ75㎜
N=１基
舗装本復旧　　　　　　　　　　　　一
式

（株）西川組 平成26年1月29日 平成26年3月28日 20,370,000 24,760,050

既存施設の地下埋設が支障となって配管ルートを変更し材料の変更及び追
加を行う。
斜面地において埋戻土の崩落を防ぐため板柵設置を増工したため。
送水管敷設　DCIP　φ450㎜　L=89.0m
導水管敷設　DCIP　φ200㎜　L= 1.2m
不断水T字管布設φ450㎜×φ450㎜　N=１箇所
空気弁設置　　　　φ75㎜　　　　N=１基
舗装本復旧　　　　　　　　　　　　一式

1461 舗装補修工事№3
箕面市　粟生外院6丁
目　地内他

土木工事
舗装補修工　　一式

（株）三原舗道 平成26年2月14日 平成26年3月24日 19,509,000 23,286,900

本変更は舗装補修工において、周辺住民との調整の結果、舗装面積を追加し
たこと等により増工が生じた為、今般、増額変更を行うものです。
この度、舗装補修工において、周辺住民との調整の結果、舗装面積を追加し
たこと等により増工が生じたため。

1472 豊川支所簡易保育施設緊急整備工事
箕面市粟生間谷西地
内

その他設備工事

改修工事内容：
１.保育室改修
保育室内の床張り替え、クロス
張り替え、手洗い新設
２.女子トイレ兼子どもトイレ改修
床改修、ブース取り替え、子ども
用便器に取替、手洗い新設
３.シャワーブース改修
床改修、シャワーパン、汚物流し
新設

城下工務店（有） 平成26年2月14日 平成26年3月12日 5,092,500 5,892,600
・消防設備の設置要件を満たすため、設置が必要である。
・避難器具設置工事を追加する。
・誘導灯設置工事を追加する。

1486 通学路安全対策工事№６
箕面市外院一丁目地
内

土木工事

道路土工　　　　一式
舗装工　　　　　一式
擁壁工　　　　　一式
ブロック積工　　一式
排水構造物工　　一式
縁石工　　　　　一式
道路植栽工　　　一式
防水工　　　　　一式
仮設工　　　　　一式
防護柵工　　　　一式
構造物撤去工　　一式

（株）大金建設 平成26年2月25日 平成26年7月31日 23,625,000 27,672,840

本工事は、第２総合運動場外周道路において、通学路の安全対策に必要な
視距改良及び歩道の設置工事を行うものであり、工事施工にあたり、周辺施
設の大型トラック使用者と調整を行ったところ、施工方法等に再検討を要する
こと、また、これらに関連して設計変更及び電柱移設が必要になったことから、
現在、関係者及び周辺電力需要者との調整に時間を要しているところです。
よって、年度内での完了が困難であることから、事業期間の延伸を行うもので
す。また、第四中学校東歩道新設工事と歩道の連続性を検討した結果、歩道
の設置延長を追加変更するものです。

1527 止々呂美小学校・中学校増築に伴う植栽工事 箕面市　森町中　地内 造園工事 ・植栽工事 植己造園 平成26年3月6日 平成26年3月20日 2,415,000 2,612,400

・工事着工後に土工事量に変更が生じたため。また、これに伴い低木等の施
工範囲を変更したため。
①シラカシ　　　　14本
②ヤブラン　　　　11㎡
③客土　　　　　　52㎡
④土壌改良　　　　145袋
⑤フィリヤブラン　33㎡

1584 市庁舎本館天井改修工事（その２） 箕面市西小路地内 その他設備工事

市庁舎本館内、議場天井部分の
改修工事
場所：議場
内容：天井部分の耐震工事及び
仕上げ工事

さくら建設（株） 平成25年12月2日 平成26年3月28日 25,998,000 28,277,550

議場傍聴席椅子の老朽化に伴い椅子を取り換える。また、取付工事は市議会
の終了後に行うため、併せて工期を延長する。
固定式折り畳みシート　４４席追加
同上組立取付　　　　　　１式追加


