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17 西小学校校舎改修工事（その１） 箕面市新稲地内 建築工事 校舎耐震補強　建築工事　一式
株式会社　掛谷工務店
　箕面支店

平成22年 4月 6日 平成23年 2月28日 81,375,000 78,465,450

次のとおり工事内容を増減するため、請負金額を変更する。
①交通誘導員を減員する。
②耐震ブレース設置室にカーテンを追加する。
次のとおり工事内容を増減するため、請負金額を変更する。
①交通誘導員を減員する。
②カーテンを追加する。

26 箕面保育所耐震補強工事 箕面市箕面地内 建築工事 耐震補強工事一式 株式会社　中井鉄筋建設 平成22年 4月16日 平成22年 7月30日 5,712,000 5,928,300

当該保育所の近隣からの要望により、防音・防塵対策として仮囲いの延長に加え
て、網戸の設置工事を追加したため。
防音・防塵対策として仮囲いの延長
網戸の設置工事の追加

32 道路舗装補修工事№２ 箕面市内全域 ほ装工事
舗装工　一式
付帯工　一式

（株）三原舗道 平成22年 4月16日 平成22年 9月30日 16,569,000 21,030,450

　本変更は、市民からの緊急性を要する陥没等による補修工事を実施したため、当
初予定していた数量に変更が生じたものです。
舗装工　一式
付帯工　一式

39 旧止々呂美小中学校等解体撤去工事 箕面市止々呂美地内 建築工事

学校校舎解体工事
プール解体工事
校舎棟外構その他解体工事
歩道改修工事

（株）三原組 平成22年 4月28日 平成22年 9月30日 64,722,000 54,529,650

・地元との協議により変更したため
・継続して使用するにあたり改修の必要性が見つかったため
・移設の必要が生じたため
・工事掘削土の有効利用を図ったため
・外部足場の数量変更及び防音パネルから防音シートに変更
・ＣＢ造倉庫屋根改修
・テレメーター移設
・プール埋め戻し土を購入土から掘削土へ変更
・遊具移設取りやめ
・プール跡整備計画の追加
・キュービクル基礎撤去取りやめ
・遊具撤去処分追加
・既設用水路配管設置追加
・交通誘導員削減

44
平成２２年度公共下水道（萱野北部排水区）市道
坊島北２号線雨水管渠築造工事

箕面市坊島地内 土木工事

管渠工
マンホール工
取付管及び桝工
付帯工

箕面土建 平成22年 4月27日 平成22年 9月21日 7,088,550 7,807,800

本変更は、舗装工において、道路課との現場立会の結果、復旧面積の追加指示が
あったことを受けて舗装面積が増大したこと、また、道路掘削中、土中より不測の岩
塊が出現し、撤去工を新たに追加したこと等により増工が生じたため、今般、増額変
更を行うものです。
管渠工　PRP管φ450㎜　Ｌ＝５５ｍ　Ｌ１＝５１．４ｍ
マンホール工　１号組立人孔　４基
取付管及び桝工　一式　　　付帯工　一式

49 道路舗装補修工事№１ 箕面市桜５丁目地内 土木工事
舗装工　一式
付帯工　一式

（株）協和 平成22年 4月26日 平成22年 5月31日 1,359,750 2,431,800

　本変更は、交差点部において舗装面積を増工したこと及び官民境界について測量
（境界標等の復元）を追加したことの他、精算変更を行うものです。
舗装工　舗装工5-*3   334.0㎡→ 403.3㎡
付帯工　舗装版切断     15.7m →  24.5m
　　　　集水桝調整工        　　  → １式
　　　　区画線W300         　　   → １式
準備費　境界点測量（事前）     → １式
　　　　境界点測量（復元）        → １式

69 萱野東小学校校舎改修に伴う機械設備工事 箕面市石丸地内 建築工事
校舎耐震補強工事　一式
内外部改修工事　一式
トイレ改修工事　一式

コスモテック（株）
箕面営業所

平成22年 5月24日 平成22年 8月20日 50,715,000 20,280,000

平成２２年８月２０日に、請負者より工事続行不能届が提出されたため、工事請負契
約書の第３９条の規定により、契約変更を行う。
１　トイレ改修工事
（１）１棟西１階～２階　トイレ内及び廊下改修
（２）１棟東１階～４階　トイレ内配管工事
（３）１棟東　養護学級　トイレ内配管工事
２　校舎廊下洗面改修工事の内配管工事
３　校舎耐震ブレース廻り換気扇工事
４　校舎ガス工事

79 配水管移設工事ＮＯ．１（２２公下） 箕面市坊島地内 土木工事 配水管敷設工 箕面土建 平成22年 5月20日 平成22年 8月20日 5,680,500 5,938,800

本変更は、下水道雨水本管の整備に伴う既設水道管移設工事であり同区間は道路
改良整備が実施済みのため既設水道管埋設時と地盤高さが異なっており、これによ
り掘削深が増した。また雨水埋設ルートが一部変更されたことで管移設延長が減と
なったが、道路幅が狭く他の地下埋設物が多くあり既設水道管の真上に配管されて
いたことにより、当初計画位置での水道管接続切り替えが出来なくなり新たに仕切
弁の設置が生じたことで工事費が増工となり、現場精査したところ請負金額に増額
変更が生じるものであります。
　配水管敷設　ＤＣＩＰ　φ150mm（Ｋ型）Ｌ=１５．８３ｍ
　配水管敷設　ＤＣＩＰ　φ100mm（Ｋ型）Ｌ=　６．２８ｍ
　配水管敷設　ＤＣＩＰ　φ 75mm（Ｋ型）Ｌ=　３．３８ｍ
　不断水Ｔ字管φ 75mm～150－４箇所
　不断水仕切弁φ150mm－１箇所
　不断水仕切弁φ 75mm－１箇所
　仕切弁室設置工６箇所

101 萱野東小学校校舎改修に伴う電気設備工事 箕面市石丸地内 電気設備工事
校舎耐震補強、改修、トイレ改修
に伴う電気設備工事

箕面電設　株式会社 平成22年 5月28日 平成23年 2月28日 33,159,000 34,698,300
学校の要望により、一階警備員室をシャワールームに改修する他、老朽化の激しい
自動火災報知器設備の更新等、追加の工事を行うため変更するもの。

104 豊川北小学校校舎改修工事
箕面市粟生間谷西地
内

建築工事 校舎トイレ改修　建築工事 ライトハウス㈱ 平成22年 6月 2日 平成23年 2月28日 46,725,000 47,614,350

・学校運営に配慮した結果、仮設計画の変更したため。
・トイレ収まりの関係上レイアウトを変更したため。
・現地調査の結果図面と現場が異なっていたため。
・仮設計画の変更に伴い、ガードフェンスの設置範囲を縮小する。
・施工計画の見直しにより、外部足場を取りやめる。
・４－１棟および８棟トイレのレイアウトを変更する。
・１－１棟１階東西トイレの床スラブ及び土間の改修範囲を変更する。

平成22年度契約変更一覧表
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108 萱野北小学校校舎・屋内運動場改修工事 箕面市如意谷地内 建築工事
校舎トイレ改修及び屋内運動場
改修　建築工事

（株）江川組 平成22年 6月 7日 平成23年 2月28日 83,191,500 85,102,500

・学校運営及び近隣に与える影響を考慮した結果、仮設工事やトイレ改修工事の工
法等を変更する必要が生じたため。
・屋内運動場の外壁等の劣化が当初設計以上に進行していることが、施工に伴う詳
細調査により判明したのでこれらの補修を追加する必要が生じたため。
学校運営に配慮した結果、仮設工事を変更する必要が発生したため。
利便性・要望等を考慮した結果、レイアウトの変更が必要となったため。
外壁の劣化補修が当初設計よりも著しく増えたため。
スロープ改修を行うため、取り合い部分の工事およびスロープの高さ調整が必要と
なったため。

113 坊島水系配水幹線敷設工事（２２） 箕面市西小路地内 土木工事
配水管敷設
舗装本復旧工

上田良建設（株） 平成22年 6月 8日 平成22年 9月30日 15,277,500 18,001,200

本変更は、管埋設道路が農地整備区内で当初道路路盤にセメント改良材が使用さ
れていた、これの撤去費が増工となった。また、その後他の地下埋設物設置跡には
改良材が使用されていないため今回の工事による舗装路面への影響範囲が当初予
測より強く表れたため本復旧面積が増工したことと、障害物による使用配管種類変
更に伴い敷設配管内容と舗装面積を精査したところ請負金額に増額変更は生じるも
のであります。
配水管敷設　　　DCIPφ300mm（NS型）　Ｌ＝　84.57ｍ
仕切弁設置工事（ソフトシール左閉弁）φ300㎜ １　基
舗装本復旧工　　　　　　　　　　　　　　　　１　式

116 西小学校校舎改修工事（その３） 箕面市新稲地内 建築工事 校舎改修　建築工事
株式会社　掛谷工務店
箕面支店

平成22年 6月10日 平成23年 2月28日 85,050,000 81,364,500

次のとおり工事内容を増減するため、請負金額を変更する。
①屋根アルミ笠木を塗膜防水に変更する。
②外壁の欠損・爆裂の補修を追加する。
③一部教室の内部改修工事の取りやめ。
④サインの取りやめ。
⑤３階バルコニー手摺りトップレールを取替・新設する。
次のとおり工事内容を増減するため、請負金額を変更する。
①屋根アルミ笠木を塗膜防水に変更する。
②外壁の欠損・爆裂の補修を追加する。
③一部教室の内部改修工事の取りやめ。
④サインの取りやめ。
⑤３階バルコニー手摺りトップレールを取替・新設する。

118 南小学校屋内運動場改修工事 箕面市桜地内 建築工事 屋内運動場改修　建築工事 谷垣建設（株） 平成22年 6月10日 平成22年12月15日 36,750,000 37,760,100
下記のとおり工事内容を追加するため、請負金額及び契約工期を変更する。
１．平屋建て渡り廊下の高さを変更する。
２．上記建築物の柱、梁を塗装する。

121 箕面取水場改修工事 箕面市温泉町地内 建築工事

外壁改修工事（資材倉庫を含む）
内装改修工事
取水井改修工事
建築電気設備改修工事

（株）西口組 平成22年 6月14日 平成22年 8月31日 4,725,000 5,392,800

本工事は、取水場建屋の劣化に伴い改修を行うものであります。
本工事施行による足場運搬中、多人数で橋を渡った際、橋板の浮き、ぐらつきが目
立ったため、今後の施設利用を考慮したうえで、改修すべきと判断し、本工事にて追
加施行したものであります。
また、取水井内部補修の際、既存止水板で止水したところ、既存止水板が劣化して
おり、止水できない状況であったため、新たな止水板の製造を追加施行したもので
あります。
１　工　事　概　要
　　　本工事は、箕面取水場の外壁、内装及び取水井の劣化に伴う改修を
　　行うものである。
　　　　※工事対象は、取水場ポンプ室、資材倉庫とする。
２　施　行　内　容
　　　　外壁改修工事（資材倉庫を含む）　　一式
　　　　内装改修工事　　　　　　　　　　　　　  一式
　　　　取水井改修工事　　　　　　　　　　　　 一式
　　　　建築電気設備改修工事　　　　　　　　一式
　　　　橋補強工事１１ｍ　　　　　　　　　　　　一式
　　　　取水口止水板補修　　　　　　　　　　　一式

123 西小学校校舎改修工事（その４） 箕面市新稲地内 建築工事 校舎改修建築工事一式
株式会社　掛谷工務店
箕面支店

平成22年 6月18日 平成23年 2月28日 115,500,000 108,260,250

次のとおり工事内容を増減するため、請負金額を変更する。
①屋根アルミ笠木を塗膜防水に変更する。
②外壁の欠損・爆裂の補修を追加する。
③廊下スクールパーテション腰パネル塗装を追加する。
④一部教室の内部改修工事の取りやめ。
⑤プレイルームに飛散防止フィルムを追加する。
⑥サインの取りやめ。
⑦吹抜棟一部工事の取りやめ。

128 第三中学校校舎改修に伴う電気設備工事 箕面市瀬川地内 電気設備工事
校舎耐震補強、トイレ改修に伴う
電気設備工事

相和システム　株式会社 平成22年 6月18日 平成23年 3月28日 14,490,000 15,330,000

①学校からの要望により普通教室用空調機を配置換えにより、幹線・動力配管を盛
り替えたため。
②１－１（Ａ）棟において、１階部分の耐震補強工事のため掘削を行ったところ、外灯
用の電線管を発見し、ケミカルアンカー及びグラウト工事の支障となることから、盛り
替えたため。
③学校協議により、アレルギー対策のため、１－１（Ａ）棟のトイレ改修工事工程を変

140 第三中学校校舎改修に伴う機械設備工事 箕面市瀬川地内 管設備工事
トイレ改修及び校舎耐震補強　機
械設備工事

株式会社　小畑設備工業 平成22年 6月17日 平成23年 3月28日 41,212,500 41,772,150

①学校要望により、４階普通教室のエアコン４台を２階普通教室へ移設する必要が
生じたため。
①学校要望により、Ｃ棟４階普通教室のエアコン４台をＣ棟２階普通教室へ移設す
る。

144 豊川南小学校校舎改修に伴う電気設備工事 箕面市小野原東地内 電気設備工事
トイレ改修、耐震補強及び校舎改
修　電気設備工事

相和システム　株式会社 平成22年 6月18日 平成23年 1月31日 30,322,950 30,579,150
現地調査の結果、耐震補強部材設置にあたり、テレビアンテナの一時脱着・復旧が
必要となったため。
塔屋の耐震補強施工のため、テレビ共同受信設備の一時脱着・復旧

162 道路舗装補修工事№３ 箕面市内全域地内 ほ装工事
舗装工　一式
付帯工　一式

昭和建設（株） 平成22年 6月23日 平成22年12月 3日 14,805,000 17,291,400

　本変更は、市民からの緊急性を要する陥没等による補修工事を実施した結果、当
初予定数量に対して増工となったものです。
舗装工　一式
付帯工　一式
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165
西南小学校校舎改修に伴う機械設備工事（その
１）

箕面市瀬川地内 管設備工事
校舎耐震補強、校舎トイレ改修に
伴う機械設備工事

相和システム　株式会社 平成22年 6月29日 平成23年 2月28日 30,639,000 33,344,850

　既存トイレを一部解体し現場を調査したところ、既存のまま使用できると想定してい
た配管の老朽化が著しく取り替える必要があるため、次のとおり設計を変更する。ま
た、Ｅ棟４階において水圧が不足しフラッシュバルブが使用できないため、衛生器具
を一部変更する。
　①　高架水槽下りメイン給水管にバタフライバルブを切り込み新設する。
　②　Ｂ棟、Ｅ棟系統高架水槽下り給水管にバタフライバルブを切り込み新設する。
　③　Ｂ棟、Ｅ棟ピット内配管を撤去新設する。
　④　Ｅ棟衛生器具のレイアウト及び一部機種の品番を変更する。

169 給水管整備工事（２２）
箕面市粟生外院ほか
地内

土木工事
本体工事
給水連絡工
舗装本復旧工

（株）大金建設 平成22年 7月 6日 平成23年 2月28日 41,233,500 44,281,650

本変更は、給水連絡工（φ１３㎜）が当初予定箇所数より減工となりますが、既設管
の埋没深さが全体に当初設計より深く、また、掘削延長も全体に長く、よって配管延
長等が増工となり、さらに、一部箇所において既設分水栓を新たに穿孔替えする必
要があるため増額変更するものです。
本体工事
給水連絡工HIVPφ13㎜　　　２１箇所
　　　〃　HIVPφ20㎜　　　　１８６箇所
　　　〃　HIVPφ25㎜　　　　　１６箇所
舗装本復旧工　　　　　　　　　　１式

179 萱野東小学校太陽光発電設備設置工事 箕面市石丸地内 電気設備工事
太陽光発電設備設置工事
屋上防水改修工事

箕面電設　株式会社 平成22年 7月 7日 平成23年 2月28日 23,310,000 14,349,300
太陽光発電設備設置に伴う屋上防水工事の仕様を変更したため。
（変更前）・改質アスファルトシート断熱防水
（変更後）・既存アスファルトシート上トップコート塗り

184 中小学校太陽光発電設備設置工事 箕面市稲地内 電気設備工事
太陽光発電設備設置工事
屋上防水改修工事

株式会社　ニワ電機商会 平成22年 7月 7日 平成23年 2月28日 24,990,000 23,297,400

屋根アスファルト防水用断熱材の取りやめ
１．工事内容の変更
　・屋根アスファルト防水用断熱材の取りやめ。
２．請負金額の変更
　・概ね、1,693,000円の減額とする。

186 東小学校太陽光発電設備設置工事 箕面市粟生新家地内 電気設備工事
太陽光発電設備設置工事
屋上防水改修工事

箕面電設　株式会社 平成22年 7月 7日 平成22年11月19日 13,156,500 13,898,850

太陽光発電設備設置による運用保守が必要なため。
既設構内柱の強度を確保するため。
設計内容変更への対応のため工期が必要なため。
１．設計内容の変更について
・既設構内柱に補強用の支線を設置する。
・既設外部階段から屋上へのキャットウォーク（点検用通路）を設置する。
２．請負金額の変更について
・上記設計変更に伴う変更金額は概ね以下のとおりとする。
３．工期の変更について
・設計内容変更への対応のため、概ね以下のとおり工期を延長する。
　延長後の工期　平成２２年１１月１９日

194
平成２２年度公共下水道（桜井排水区）国道１７１
号地震対策緊急整備工事（汚水）

箕面市牧落地内他 土木工事
管渠更生工
付帯工

（株）トキト 平成22年 7月16日 平成23年 3月11日 113,379,000 114,776,550

本変更は、既設管を製管する前に障害物、侵入水、曲がり、段差及び損傷の程度を
調査し、事前処理工が必要か否かなど確認するための既設管内調査工を増工し
た。また、製管延長が微増となったため増額変更となるものです。
管渠更生工　φ800mm 　L=592.29m 　L’=577.67m
付帯工　１式

199 西南小学校校舎改修工事（その２） 箕面市瀬川地内 建築工事
校舎内装改修　建築工事　一式
校舎トイレ改修　建築工事　一式

城下工務店（有） 平成22年 7月13日 平成23年 2月28日 128,247,000 136,622,850

次のとおり設計を変更する。
・外壁補修を実施数量に合わせて変更する。なお、実施数量については報告書にて
提出すること。
・鉄骨階段等の塗装を追加する。
・換気扇取り付け用アルミパネルを追加する。
・Ｅ棟トイレの配置変更に伴い、手摺、トイレブース、鋼製建具の数量を変更する。

203 第五中学校屋内運動場改修工事 箕面市稲地内 建築工事 屋内運動場改修工事　一式 北谷建設（株） 平成22年 7月 8日 平成22年12月15日 37,684,500 39,120,900

下記のとおり工事内容を追加するため、請負金額を変更する。
　①屋内運動場に至る平屋建て渡り廊下の柱、梁、屋根を塗装する。
　②屋内運動場廻りのインターロッキングを補修する。
下記のとおり工事内容を追加すると共に請負金額を変更する。
１．工事内容の追加
　①屋内運動場に至る平屋建て渡り廊下の柱、梁、屋根を塗装する。
　②屋内運動場廻りのインターロッキングを補修する。
２．請負金額の変更
　上記追加工事に伴い生じる増額としては、概ね金1,436,400円とする。

206 第六中学校屋内運動場改修工事
箕面市粟生間谷西地
内

建築工事
屋内運動場改修　建築工事　一
式

（株）中村工務店 平成22年 7月 8日 平成23年 1月31日 39,270,000 41,520,150
次のとおり工事内容を増するため、請負金額を変更する。
①屋内運動場アリーナ床のポリウレタン塗装及びライン引きを行う。
②屋内運動場と校舎を結ぶ渡り廊下の塗装を行う。

207
第六中学校エレベーター設置に伴う電気設備工
事

箕面市粟生間谷西地
内

電気設備工事
エレベーター設置及び校舎改修
工事（法令改修）に伴う電気設備
工事

（有）大起電工 平成22年 7月 8日 平成23年 1月31日 8,137,500 8,937,600

次のとおり工事内容を増するため、契約金額を変更する。
①各既設階段において、自動閉鎖用自火報配線を新設配管にて配線
②７棟階段Ｃ前１階廊下において、自動閉鎖用自火報配線を新設配管にて配線
③防火スクリーン自動閉鎖用自火報配管配線及び感知器を新設
④火災時管制運転用の配管配線新設
⑤遠隔監視サービス用の配管配線新設

209 街路灯省エネ対策工事 市内一円 電気設備工事 高圧ナトリウム灯切替工事 （株）池永電気商会 平成22年 7月14日 平成22年11月12日 16,590,000 16,949,100

本変更は、市役所に接道している市道中央線において、ナトリウム灯切替に伴う街
路灯の光源色の統一性を図ること、又街路灯電気代の過料請求の問題を含め対応
できることから、増工による変更を行うものです。高圧ナトリウム灯切替工事
　高圧ナトリウム灯切替　独立　145基
　高圧ナトリウム灯切替　共架　303基

211 せいなん幼稚園・なか幼稚園耐震改修工事
箕面市瀬川及び箕面
地内

建築工事
耐震改修工事
耐震改修に伴う電気設備工事
耐震改修に伴う機械設備工事

土佐建設㈱ 平成22年 7月12日 平成22年 9月30日 25,200,000 25,826,850

幼稚園からの要望により当初スチール製としていた、下足箱を木製に変更するた
め。
 ・せいなん幼稚園
 　下足箱（スチール製）４台　→　下足箱（木製）４台
 ・なか幼稚園
   下足箱（スチール製）６台　→　下足箱（木製）６台
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212 ひがし幼稚園耐震改修工事
箕面市粟生間谷東地
内

建築工事
耐震改修工事
耐震改修に伴う電気設備工事
耐震改修に伴う機械設備工事

株式会社　中井鉄筋建設 平成22年 7月12日 平成22年 9月30日 11,287,500 11,621,400

・幼稚園からの要望により、下足箱をスチール製から木製に変更する為。
・幼稚園からの要望により、既存部で天井がめくれている箇所を貼替える為。
・１階保育室前の新設下足箱４台をスチール製から木製に変更する。
・２階遊戯室天井の一部を貼替える。

224 第六中学校屋内運動場改修に伴う電気設備工事
箕面市粟生間谷西地
内

電気設備工事
屋内運動場改修に伴う電気設備
工事

（有）大起電工 平成22年 7月13日 平成23年 1月31日 6,951,000 7,550,550
次の変更により、契約金額を変更する。
現地調査の結果、既設照明用配管配線が流用できないため、配管配線撤去・昇降
用配管サイズＵＰの上、照明用の電線を新設。

237 西小学校校舎改修工事（その５） 箕面市新稲地内 建築工事 校舎改修建築工事
株式会社　掛谷工務店
箕面支店

平成22年 7月16日 平成23年 2月28日 13,230,000 10,064,250

次のとおり工事内容を増減するため、請負金額を変更する。
①屋根アルミ笠木を塗膜防水に変更する。
②外壁のひび割れ補修を追加する。
③昇降口棟（１８棟）屋上防水の取りやめ。

240 西南小学校校舎改修に伴う機械設備工事（その 箕面市瀬川地内 管設備工事 校舎改修に伴う機械設備工事 相和システム　株式会社 平成22年 7月16日 平成23年 2月28日 1,711,500 1,341,900 　学校との協議により、給気口を一部とりやめる。

243
平成２２年度公共下水道（萱野南部排水区）市道
船場西３５号線他汚水管渠築造工事

箕面市船場西地内 土木工事

管きょ工
マンホール工
取付管およびます工
付帯工

鳥井建設（株） 平成22年 7月30日 平成23年 3月28日 30,555,000 37,474,500

本変更については、下記の理由により、変更を行うものです。また、その他、出来高による精算を行うも
のです。
（第１工区）
・周辺取付管状況を勘案した結果M5～M6区間を約２２ｍ延長したこと。
・舗装工で当初設計の１層から道路管理者協議により、２層に変更したこと。
（第２工区）
・地元自治会調整によりガス移設工事を伴うM1人孔の布設替をとりやめ、人孔更正工法により工期短
縮を図　ったこと。
（第３工区）
・ガス移設工事の舗装本復旧について、ガス側と協議の結果、本工事にて車道側の舗装を追加したこ
と。
・視覚障害者用誘導ブロックについて、道路管理者協議によりシートタイプへ変更したこと。
（第４工区）
・舗装工で当初設計の１層から道路管理者協議により、２層に変更したこと。
（その他）
・宅地桝について、現場状況により、一部箇所で鋳鉄製防護蓋へのへんこうが必要となったこと。また、
当　初設計に見込まれていなかった部分について、現場状況により取付管工の追加が必要となったこ
と。
・布設替人孔について、耐震性を考慮し可能な限り、可とう継手に変更したこと。
・現場作業員の衛生確保のため、管清掃工を追加したこと。
・管きょ工
　リブ付硬質塩化ビニル管PRPφ200㎜　L=417.6　LI=408.1m
・マンホール工
　１号組立人孔　　　　　　13基
　円形小型レジン人孔　　 3基
・取付管およびます工
　φ150㎜　　　　　　　　　 25箇所
　φ200㎜　　　　　　　　　  2箇所
・付帯工　　　　　　　 　　　一式

246 第三中学校校舎改修工事（その３） 箕面市瀬川地内 建築工事 校舎外部改修　建築工事 土佐建設㈱ 平成22年 7月26日 平成23年 3月30日 44,940,000 50,951,250

・次のとおり設計を変更する。
①１－１（Ａ）棟の外部足場を盛り替える。②１－１（Ｂ）棟の外部足場を盛り替える。
③１－１（Ｃ）棟の外部足場を盛り替える。④７棟の外部足場を盛り替える。⑤８棟の
外部足場を盛り替える。⑥音楽室、被服室の腰壁杉板スリット材張りを追加する。な
お、材料は支給品とする。⑦１－１（Ｃ）棟のトイレ目隠しスクリーンを追加する。⑧１
－１（Ａ）棟の家庭科教室腰戸棚を追加する。

248 道路構造物修繕工事№１
箕面市小野原西他地
内

土木工事 道路構造物修繕工事 （有）今宮建材 平成22年 8月 6日 平成23年 3月28日 13,561,800 14,716,800

　本変更は、阪急バス株式会社の新規営業区間の警察との認可協議において、バ
ス停の形状が変更となったことにより、当初設計数量及び工種の追加が生じたた
め、増額の変更を行うものです。
第１工区（今宮４）　　　　　　一式
第２工区（小野原西４）　　　　一式
第３－①工区（小野原西６）　　一式

250
北部大阪都市計画事業小野原西特定土地区画
整理事業　宅地整備工事

箕面市小野原西地内 土木工事

宅地整地工
擁壁設置工
排水設置工
付　帯　工

谷垣建設（株） 平成22年 8月 4日 平成23年 2月28日 13,954,500 18,011,700

本変更は、４０－２街区造成箇所において、仮置き残土を搬出するにあたり地権者
から仕上げ高の変更要望があったことにより残土処理が増工し、４街区擁壁の改修
工事について、埋戻土の土質が、造成地に適さないことから残土処理することで変
更が生じ、場外搬出が増工したことなどから、増額するものです。また、今年度は小
野原西土地区画整理事業の最終年度でありますことから、地権者の土地利用計画
確定に伴う付帯工事及び保留地販売に伴う保留地分割により整地、舗装、法面工
等の保留地整備工事が増工したことなどから、増額するものです。
宅地整地工
擁壁設置工
排水設置工
付　帯　工

256 止々呂美ふるさと自然館新築工事
箕面市下止々呂美地
内

建築工事

ふるさと自然館
炊事場棟
野外活動講習館
外構

（株）中島工務店
大阪彩都営業所

平成22年 9月 7日 平成23年 3月28日 113,400,000 114,042,600

・浴室段差解消に伴う内容変更
・郷土資料コーナー内容変更
・大屋根樋納まり内容変更
・授乳室追加変更
・断熱材追加変更
・キュービクル廃止に伴う変更
・暗渠排水追加変更　等

267
止々呂美ふるさと自然館新築に伴う機械設備工
事

箕面市下止々呂美地
内

管設備工事
止々呂美ふるさと自然館新築に
伴う機械設備

（株）三原工業 平成22年 9月 7日 平成23年 3月28日 29,505,000 30,586,500

・給水引込替内容変更
・転籍処理追加変更
・加工室水栓柱内容変更
・ミニキッチン飲用水栓設置追加変更
・講習館排気ダクト廻り追加変更
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268 本庁舎受変電設備取替修繕 箕面市西小路地内 電気設備工事 受変電設備取替 相和システム　株式会社 平成22年 9月 6日 平成23年 2月28日 12,547,500 13,749,750

・漏電火災警報器の老朽化が判明し取り替えの必要性が生じたため。
・これまで双投型開閉器操作をキュービクル内で行う必要があったため、操作者の
安全を考慮し
　リモート操作を可能とする機器と併せて双投型開閉器を取り替えるため。
・本庁舎の全館停電に伴い、本館地下の守衛室、食堂（厨房）に電力供給を行うた
め仮設配線を行った。
・漏電火災警報機取替　一式
・双投型開閉器改修　一式
・仮設電力供給配線　一式

279
市民会館耐震改修及びエレベータ設置に伴う電
気設備工事

箕面市西小路地内 電気設備工事
市民会館耐震改修及びエレベー
タ設置に伴う電気設備

箕面電設　株式会社 平成22年 9月22日 平成23年 3月28日 18,034,800 24,707,550

・第１、第２、第３電気室の受変電設備の改修について、設備の劣化が判明し、現在
の市民会館の閉鎖期間に合わせて早期に改修を行う必要が生じたため。
・発電機盛り替えに伴い、信号の配線が必要となったため。
・第１、第２、第３電気室の高圧真空遮断機等の劣化した機器の更新。
・発電機盛り替えに伴う信号配線等の増設。

281 市道箕面公園線電線類地中化工事 箕面１丁目 土木工事

配水管敷設替本体工事
配水管敷設替給水連絡工事
道路補修工事
電線共同溝工事

（株）津賀建設 平成22年10月 1日 平成23年 5月13日 125,475,000 149,434,950

　本変更は、設計段階の調査で確認できなかった、現在使用されていない用水路等
が発見され、この障害物の撤去作業の追加、作業効率が著しく低下したことにより
不測の日数を要したため、工期を延長するものです。
　また、作業効率の著しい低下をカバーするため、当初昼間での施工を予定してい
た電線共同溝工等を夜間で施工したことによる増工と作業時間延長に伴う交通整理
員の増員等により、２３，９５９，９５０円の増額変更を行うものです。
配水管敷設替本体工事　　　　一式
配水管敷設替給水連絡工事　一式
道路補修工事　　　　　　　　　　一式
道路補修工事（夜間工事）　　 一式
電線共同溝工事　　　　　　   　一式
電線共同溝工事（夜間工事）　一式

285 市内下水道施設人孔蓋取替工事（その１）
箕面市粟生間谷東地
内他

土木工事
人孔蓋取替工
舗装工

山村組 平成22年10月 6日 平成23年 1月28日 16,800,000 19,958,400

　第３工区（牧落５丁目地区）について道路管理者と協議の結果、地元からの苦情対
応等の理由により一部を除き中止としたこと、及びこれら中止に伴う計画予定箇所
の繰り上げにより、小野原東地区で２地区（第５，８工区）を追加したものです。
　また、市民からの通報・苦情等により緊急対応として４地区で９箇所を追加（第６、
７工区の追加）したものです。
　その他、出来高による精算を行うものです。
人孔蓋取替工　汚水（軽車道用）　７７箇所
　　　　　　　　　　雨水（軽車道用）　１２箇所
　　　　　　　　　　雨水（重車道用）　　３箇所
舗装工　　　　　 汚水　　　　　　　一式
　　　　　　　　　　雨水　　　　　　　一式

310 ささゆり園高圧油入自冷式変圧器取替修繕 箕面市西小路地内 電気設備工事 高圧油入自冷式変圧器取替 三福電設（株） 平成22年10月21日 平成23年 1月31日 1,086,750 1,439,550
・ＰＣＢ分析の結果、微量なＰＣＢが検出されたことに伴い、法に基づく適正処理を行
うために保管容器を作成し当該施設にて保管するため。
・変圧器保管箱作成

314 西南小学校校舎改修工事（その３） 箕面市瀬川地内 建築工事
エレベータ棟増築
建築工事　一式
昇降機設備工事　一式

城下工務店（有） 平成22年10月18日 平成23年 2月28日 35,511,000 36,332,100

次のとおり設計を変更する。
・交通誘導員を増員する。
・内部仮設間仕切りを追加設置する。
・駐車場改修の内舗装工事を取りやめ、ライン引き、車止めのみ施工する。
・ＥＬＶ廻り花壇縁石の撤去復旧を一部取りやめる。
・ＥＬＶ用サインを一部取りやめる。
・ＥＬＶ棟外壁吹き付けを取りやめる。
・ＡＷ１０、１１の新設を追加する。

318 道路舗装補修工事№４ 箕面市　全域 ほ装工事
舗装工
付帯工

東西道路（株） 平成22年10月26日 平成23年 3月11日 10,080,000 11,034,450

　本変更は、市民からの緊急性を要する陥没等による補修工事を実施した結果、当
初予定数量に対して増工となったものです。
舗装工　　　　一式
付帯工　　　　一式

322 公共下水道管渠止水工事 箕面市今宮地内他 管設備工事 下水道管渠内面補修 （株）橋本設備工業所 平成22年11月 2日 平成23年 2月21日 12,799,500 14,398,650

本変更は、事前管内調査において、既設管の損傷が激しい区間について、管更正
工法による補修を見込んでいたが部分補修工法で対応できることが判明したため、
部分補修を増工した。このため増額変更となるものです。
下水道管渠内面補修（汚水）　部分補修　１１５箇所
下水道管渠内面補修（雨水）　部分補修　　　４箇所

323 箕面２丁目地内配水管改良工事(22)
箕面市箕面２丁目地
内

土木工事

配水管敷設工
不断水Ｔ字管設置工
仕切弁設置工
空気弁設置工
減圧弁室（レジンコンクリート製）
設置工
舗装本復旧工

（株）協和 平成22年10月28日 平成23年 2月28日 14,280,000 15,433,950

府道部の掘削断面が舗装厚１５㎝であり路盤もソイルであったため、アイヨンを用い
て破砕しながら掘削し、又、露出配管部の配管材料を紫外線等に強い保護層付の
配水管に変更し、市道付近の露出部に保護コンクリート及び土のうを設置したため、
増額変更するものです。
配水管敷設工ＰＥφ１００㎜　　　　　Ｌ＝279.5ｍ
不断水Ｔ字管設置工φ１５０×１００　　　　１ヶ所
仕切弁設置工φ１００㎜　　　　　　　　　　　４基
空気弁設置工φ　２５㎜　　　　　　　　　　　２基
減圧弁室（レジンコンクリート製）設置工　　 １室
舗装本復旧工　　　　　　　　　　　　　　　 １式

327
箕面市立止々呂美ふるさと自然館野外活動緑地
新設に伴う機械設備工事

箕面市下止々呂美地
内

機械設備及び
施設工事

管理棟、メインエントランスゾー
ン：空調・換気・衛生器具・給水・
排水・給湯・ガス設備工事
炊事棟１、冒険交流広場ゾーン：
衛生器具・給水・排水設備工事
炊事棟２、野外集会広場ゾーン：
衛生器具・給水・配水設備工事

（株）増田設備 平成22年11月 9日 平成23年 3月28日 22,050,000 22,707,300

・管理棟衛生器具内容変更
・給水本管延長に伴う追加変更
・歩道舗装復旧の一部取止め
・配管延長等内容変更
・多目的トイレの洋便器をウォシュレットタイプに変更
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328
箕面市立止々呂美ふるさと自然館野外活動緑地
新設に伴う電気設備工事

箕面市下止々呂美地
内

電気設備工事

管理棟、メインエントランスゾー
ン：電灯・構内交換・拡声・構内配
電線路設備工事
炊事棟、冒険交流広場ゾーン：電
灯・構内交換・拡声・構内配電線
路設備工事
炊事棟２、野外集会広場ゾーン：
電灯・拡声・構内配電線路・構内
通信線路設備工事

（株）池永電気商会 平成22年11月 9日 平成23年 3月28日 20,303,850 21,668,850

・浄化槽電気容量及びイベント等予備電源容量アップに伴う、幹線、分電盤等の内
容変更
・照明器具の内容変更
・トイレの電源設備追加変更
・受水槽警報装置追加設置に伴う電線、警報盤、自動通報装置等の追加変更
・河川横断架空配線の電柱取止め
・多目的トイレの電源設備追加変更

331 坊島５丁目地内配水管改良工事（22）
箕面市坊島５丁目地
内

土木工事

配水管敷設
給水連絡工
空気弁設置工事
舗装本復旧工

箕面土建 平成22年11月 5日 平成23年 3月 7日 9,315,600 8,173,200

工事は、配水本管の老朽化に伴う漏水箇所の整備改良工事であり、本変更は敷設
箇所が道路横断水路の下越しに埋設されているため、当初設計は夜間施工として
いましたが、他の地下埋設物も同じ方法で下越しされているため新たに水道管を敷
設する場所がなく昼間施工で既設障害物を取り壊してのルートで埋設箇所を確保す
る必要が生じ、これにより本管工事費が増工となるが、ルート変更に伴い給水・舗装
費が減したことで当初設計を精査したところ、減工となり請負金額に減額変更が生じ
るものであります。
配水管敷設　ＤＣＩＰφ200㎜（Ｋ形）Ｌ＝36.96ｍ
配水管敷設　ＤＣＩＰφ100㎜（Ｋ形）Ｌ＝ 1.75ｍ
配水管敷設　ＤＣＩＰφ 75㎜（Ｋ形）Ｌ＝ 7.95ｍ
仕切弁設置（ｿﾌﾄｼｰﾙ）　75㎜　　　　　 ２基
給水連絡工　ＨＩＶＰφ20㎜　　　　　　　３箇所
給水連絡工　ＨＩＶＰφ25㎜　　　　　　　１箇所
空気弁設置工事　　　φ75㎜　　　　　　１基
舗装本復旧工　　　　　　　　　　　　　　 一式

345 道路補修工事№２
箕面市箕面３丁目地
内

土木工事 道路補修工一式 （株）ミノケン 平成22年11月11日 平成23年 2月15日 15,992,550 16,119,600

　本変更は、市道箕面今宮線のボックス水路についても、老朽化に伴うコンクリート
躯体の腐食が確認され、中詰工法による補修を増工しましたので、変更するもので
す。
道路補修工一式

349
萱野東小学校校舎改修に伴う機械設備工事（そ
の２）

箕面市石丸地内 管設備工事
校舎耐震補強、内外部改修、トイ
レ改修に伴う機械設備工事

箕面電設　株式会社 平成22年 8月21日 平成23年 2月28日 37,747,500 38,991,750
学校の要望により、一階警備員室をシャワールームに改修する等、追加の工事を行
うため変更するもの。

351 中小学校校舎改修工事（その５） 箕面市稲地内 建築工事
外壁改修工事
屋上防水改修工事（３棟を除く）

株式会社前田組
箕面営業所

平成22年11月11日 平成23年 2月28日 48,772,500 54,139,050
現場調査の結果、外壁の爆裂、塗装の浮き等が当初設計より増えているため、請負
金額を増額する。
外壁の爆裂、塗装の浮き等の改修の増。

352 北小学校校舎改修工事（その３） 箕面市箕面地内 建築工事
外壁改修工事
屋上防水改修工事

土佐建設㈱ 平成22年11月15日 平成23年 2月28日 17,430,000 20,103,300
　現場調査の結果、外壁の爆裂、塗装の浮き等が当初設計より増えているので、請
負金額を増額する。

359 道路補修工事№3 萱野１丁目他 土木工事 道路補修工事 （株）白石組 平成22年11月19日 平成23年 2月22日 7,302,750 6,631,800

１工区について、舗装の計画数量に変更が生じたこと。
４工区については、水路蓋設置基礎の鉄骨構造が、耐久性の向上・作業区域の限
定等の理由のため、使用材料の追加が生じたこと。
１工区【萱野１丁目】
２工区【半町４丁目】
３工区【牧落４丁目】
４工区【小野原西１丁目】

368 第四中学校校舎改修工事（その３） 箕面市石丸地内 建築工事 校舎外装改修　建築工事　一式 （株）三原組 平成22年11月30日 平成23年 3月28日 54,379,500 56,766,150

外壁改修に伴い下地補修の施工範囲が増加したため、変更するもの。
以下の工事項目の施工範囲が増加する。
・クラック部刷り込み
・モルタル浮き部エポキシ樹脂充填
・露筋、欠損部補修
・既設塗膜浮き部補修
・クラック部Ｕカットシール

371 箕面駅前広場整備工事（その１） 箕面市箕面地内 建築工事

ガレリア設置工事
シェルター設置工事
ウェルカムゲート設置工事
その他改修工事

鹿島建設（株）
関西支店

平成22年12月 3日 平成23年 5月31日 116,026,050 120,732,150
履行期間の延長のため
履行期間の延長による増額

372
箕面市立止々呂美ふるさと自然館野外活動緑地
新設工事

箕面市　下止々呂美
地内

建築工事

管理棟新築
炊事棟１新築
メインエントランス・冒険交流広場
ゾーン外構
炊事棟２新設
野外集会広場ゾーン外構

（株）中島工務店
大阪彩都営業所

平成22年12月 2日 平成23年 3月28日 115,657,500 125,779,500

・管理棟軒樋の追加変更
・残土処分の内容変更
・砂利舗装追加変更
・管理棟、炊事棟１周り追加変更
・擬木階段追加変更
・園路橋内容変更
・管理棟前のスロープ設置追加変更
・入口のゲートサイン設置追加変更
・フラッグポール設置追加変更
・石橋手摺り設置追加変更
・交通誘導員、仮囲い取止め
・盛土法面の芝張り内容変更
・砂利舗装の内容変更
・擬木階段追加変更
・炊事場棟２砕石敷き均し追加変更
・園路橋下部工の構造変更
・既設北山橋の美装化追加変更
・草刈り、伐根・伐採、処分等の追加変更
・仮囲い取止め

373
平成２２年度公共下水道（桜井排水区）国道１７１
号地震対策緊急整備工事（雨水）

箕面市桜井地内 管設備工事
管渠更生工
付帯工

（株）関西工業所 平成22年12月 8日 平成23年 3月11日 50,925,000 50,947,050

本変更は、既設管延長を実測したところ、既設管延長が微増となっていた。このため
製管延長が微増となり増額変更となるものです。
管渠更生工　φ1500㎜　L=82.15ｍ　L=80.00ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　L=68.05ｍ　L=66.00ｍ
付帯工　　　一式
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374 道路舗装補修工事№６
箕面市如意谷２丁目
他地内

ほ装工事 道路舗装補修工事 箕面コーポレーション㈱ 平成22年12月 3日 平成23年 3月 4日 11,655,000 13,228,950

　本変更は、石版舗装部周囲の舗装の損傷箇所を補修したため舗装面積が増加し
たこと、石版の再利用を検討したいとの市民要望により石版を処分せず一時保管し
たために処分費が減額となったこと及び市民要望により緊急に路面標示の補修を
増工したこと等によるものです。
第１工区（如意谷２）　　　　一式
第２工区（萱野２）　　　　　一式

378 道路段差改良工事
箕面市粟生外院１丁
目地内

土木工事 道路段差改良工事 秋本建設工業 平成22年12月 7日 平成23年 3月25日 12,745,950 16,800,000

当該施工箇所において、近隣住民より強い雨水対策について要望があっため、他部
局と協議を行いましたが、本工事に併せて行う事が難しいこと。又、マンウドアップに
よる歩道の段差解消に車道の面的な舗装を行うことから、掘返しの軽減と経費節減
を図る上で本工事に併せて行うことが得策と考え、増工するものです
道路段差改良工事　一式

379 箕面駅前広場整備に伴う電気設備工事（その１） 箕面市箕面地内 電気設備工事

ガレリア・シェルター電気設備工
事
ウェルカムゲート電気設備工事
広場電気設備工事

（株）宮野電気 平成22年12月 9日 平成23年 5月31日 18,610,200 24,951,150

・既設ポール照明及び既設歴史サインに送電が必要となったため。
・シェルターの照明器具増設及び配管・配線等の増加。
・将来工事となる駅前広場公衆便所配電開閉器盤及び既設駅前広場電気設備配電
盤を本工事において集約し駅前広場全体の配電盤とするため。
・デジタルサイネージ送電用配管・配線等の増加
・既設平板ブロック撤去及び撤去部分のアスファルト舗装の実施。

385 公園施設補修工事No.3
箕面市粟生間谷東６
丁目地内他

土木工事 清掃用具倉庫設置 （有）大濱産業 平成22年12月14日 平成23年 2月18日 2,142,000 2,352,000

本工事の主な変更は、清掃用具倉庫設置スペース確保のため、小野原東公園にお
いて切株高木伐根処分を行い、また、間谷東公園において低木撤去処分を行うもの
です。
清掃用具倉庫設置　１５基
切株高木伐根処分　一式
低木撤去処分　　  　一式

386 粟生外院３丁目地内配水管改良工事（２２）
箕面市粟生外院３丁
目地内

土木工事

配水管敷設
仕切弁取付
給水連絡工
舗装本復旧工
消火栓設置工

（株）滝井土木 平成22年12月15日 平成23年 3月11日 15,750,000 15,218,700

本工事は、配水本管の老朽化に伴う整備改良工事であり、平成２３年度より配水管
が耐震管のNS形になることで、整備地域全体が同一管種となるよう管種変更した。
このことで管等の仕様材料費が増したものの当初考えていました工事による既設道
路面への影響が掘削深が浅くなったため路面破損が少なくなり、舗装面積が減工し
たことにより請負金額に減額変更が生じるものであります。
配水管敷設　ＤＣＩＰ　φ150㎜（Ｋ形）Ｌ＝　１２．１６ｍ

389
平成２２年度公共下水道（桜井排水区）市道山手
川線汚水管渠築造工事

箕面市瀬川５丁目地
内

土木工事

管きょ工
ﾏﾝﾎｰﾙ工
取付管およびます工
付帯工

小畑建工（株） 平成22年12月17日 平成23年 3月11日 3,622,500 3,629,850

舗装の取り壊しを行ったところ、既設舗装厚が平均８㎝あり、当該地区では過去の
近隣の開発整備によって、舗装がオーバーレイ整備されていることが判明しました。
結果、これらに伴う取り壊し量や補足材の施工等が増加したことから変更を行うもの
です。また、その他出来高による精算を行うものです。
・管きょ工　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　PRPφ200㎜　L=32.99m　L1=31.19m
・ﾏﾝﾎｰﾙ工　 １号組立楕円人孔　　 N=２基

390 道路舗装補修工事№７
箕面市西小路５丁目
他地内

ほ装工事
舗装工
付帯工

（株）三原舗道 平成22年12月20日 平成23年 3月11日 14,259,000 16,441,950

　本変更は、交通規制において車両の通行幅員が確保できなかったために使用す
る重機を変更したこと、踏切内の歩行者通行帯へカラー舗装を行ったこと、交通車
両や通行者への安全を確保するために交通誘導員の増員や規制車を配置したこと
等により増額変更を行うものです。
舗装工（車道）　　　４６１．７㎡
舗装工（歩道）　　１００２．６㎡

392 市内下水道施設人孔蓋取替工事（その２）
箕面市船場東３丁目
地内他

土木工事
人孔蓋取替工
舗装工

（株）西川組 平成22年12月22日 平成23年 3月11日 14,175,000 15,217,650

施工を行う中で、隣接人工蓋に異常が見られたため、本工事にて４箇所の追加施工
を行ったものです。また、道路管理者協議による舗装施工面積等の変更及び付帯工
の追加等、その他、出来高により精算を行うものです。
人孔蓋取替工　汚水（軽車道用）　40箇所
　　　　　　      　雨水（軽車道用）　39箇所
舗装工　　   　　汚水　　　　　　　　一式

393
平成２２年度公共下水道（桜井排水区）市道牧落
中垣内南線雨水管渠築造工事

箕面市牧落地内 土木工事

管きょ工
マンホール工
雨水枡設置工
付帯工

（株）仲野商店 平成22年12月24日 平成23年 3月28日 14,364,000 14,976,150

本変更は、道路管理者との舗装復旧範囲の立会を行った結果、舗装復旧範囲が増
工となった。また、工事実施にあたり車両通行止を実施し、歩行者及び自転車等の
通行の安全を確保するため、交通誘導員が増工となり、増額変更となるものです。
管きょ工（開削）リブ付硬質塩化ビニル管（管径φ350㎜）
　　L=6.13m　L=5.43m
管きょ工（開削）リブ付硬質塩化ビニル管（管径φ400㎜）

394 道路舗装補修工事№８
箕面市粟生間谷西２
丁目他地内

ほ装工事 道路舗装補修工 昭和建設（株） 平成22年12月24日 平成23年 3月11日 19,320,000 20,855,100

　本変更は、当初、第１工区及び第２工区とも道路構造が５号道路であったことか
ら、道路厚を１０㎝で工事を予定しておりましたが、実際の舗装厚が第１工区で２２．
５㎝、第２工区で１３．５㎝であったため、舗装版破砕工の追加及び残塊処分量が増
量したことによる増額変更を行うものです。
第１工区　　　　　一式
第２工区　　　　　一式

397 市道牧落公園線歩道改良工事 桜４丁目 土木工事

排水構造物工
縁石工
街渠工
歩車道境界工
防護柵工
道路付属施設工
区画線工
点字シート工
舗装工

小畑建工（株） 平成22年12月27日 平成23年 3月28日 30,922,500 35,848,050

本変更は、市道牧落公園線において、路面の損傷が著しい区間の追加舗装を行う
もので、
これにより増額変更するものです。
排水構造物工　　　１式
縁石工　　　　　   　１式
街渠工　　　　　   　１式
歩車道境界工　　　１式
防護柵工　　  　　　１式
道路付属施設工　 １式
区画線工　　　　　  １式
点字シート工　　  　１式
舗装工　　　　　　   １式
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400 交通安全施設整備工事（道路反射鏡・街路灯他） 箕面市市内一円 さく井工事
反射鏡設置工
柵設置工他
街路灯設置工

カンコー外柵（株） 平成23年 1月 7日 平成23年 3月11日 5,827,500 7,326,900

変更理由は、下記の通りです。
１道路反射鏡については、経年劣化に伴う支柱の腐食と破損した道路反射鏡の補
修を増工したこと。
２市民からの設置要望が、多年度に亘り数多くのこっていることから、設置箇所増工
し、当初予定していた数量に変更が生じたこと。
なお、本変更により請負金額は増額となります。
反射鏡設置工　一式
柵設置工他　　一式
街路灯設置工　一式

401 市道箕面公園線ガス燈風街路灯整備工事
箕面市箕面一丁目地
内

電気設備工事 街路灯整備工 中井電気工事（株） 平成23年 1月11日 平成23年 3月28日 8,400,000 7,787,850

　本変更は、当初、ガス燈風街路灯を単独柱式１０本と供架式５本を整備することと
していましたが、沿道住民との協議により単独柱式１本を来年度に整備することと
なったための減工事により、６１２，１５０円の減額変更を行うものです。
街路灯整備工　　一式

403 止々呂美ふるさと自然館新築工事（その２）
箕面市下止々呂美地
内

建築工事

北側進入路改修
出入口改修
プール跡施設整備
既設暗渠水路改修

（株）中島工務店
大阪彩都営業所

平成23年 1月11日 平成23年 3月11日 3,003,000 3,184,650
植栽追加を施行するため
・プール跡施設造園　　１式

405
箕面市立止々呂美ふるさと自然館案内標識設置
工事

箕面市下止々呂美地
内

その他工事 案内標識設置 安全施設工業（株） 平成23年 1月18日 平成23年 3月28日 2,436,000 2,389,800

・施設名称（キャンプ場）の決定に時間がかかり添架式標識板の製作が遅れたため
・道路管理者との協議により添架式標識板の寸法を縮小したため
履行期間の変更
設計額の変更

410 第二総合運動場駐車場等整備工事他 箕面市外院1丁目地内 土木工事

第二総合運動場外周道路安全対
策工事
第二総合運動場駐車場等整備工
事

（株）石川工業 平成23年 1月21日 平成23年 3月28日 42,388,500 46,916,100

外周北側残地部分の舗装改修の追加等、工事内容に変更が生じたため
・ラバーポール増工（L=380m → L=562.5m）
・北側残地舗装工を追加
・コンクリート構造物（擁壁、側溝等）の仕様変更
・駐車場NO3.4の舗装改修面積を変更（917㎡ → 150㎡）
・歩行者等の安全確保用路面表示一式を追加

411 配水管移設工事№２（２２公下）
箕面市牧落２丁目地
内

土木工事
配水管敷設
消火栓設置工
給水連絡工

（株）仲野商店 平成23年 1月19日 平成23年 3月11日 3,003,000 3,219,300

他の地下埋設物を迂回するために異径管の仕様が増えました。また、当初移設予
定の無かったφ75㎜の仕切弁（施工箇所Ｂ）が支障になり移設必要があり、給水連
絡φ20㎜も当初予定に無かったものが１箇所あったため（施工箇所Ａ）、増額変更す
るものです。
配水管敷設ＤＣＩＰφ　75㎜　　　L=２１．７ｍ
配水管敷設ＤＣＩＰφ 100㎜　　　L=１３．５ｍ
仕切弁設置工φ75㎜　　　　　　　　　　　１基
消火栓設置工（地下式単口）φ75㎜　　　　１基
給水連絡工ＨＩＶＰφ  20㎜　　　　　　　３箇所

412 仕切弁改良及び消火栓設置工事（２２）
箕面市粟生間谷東ほ
か地内

土木工事

不断水仕切弁設置工
仕切弁取替工
仕切弁撤去工
消火栓設置工
舗装本復旧工

山村組 平成23年 1月21日 平成23年 3月11日 5,628,000 5,824,350

既設配水管の埋設深さが当初設計より深く、舗装本復旧においても、一部の舗装厚
が当初設計より厚く、又、自然色舗装であったり、既設の舗装が悪く本復旧の範囲を
大きくしたことなどにより増額変更するものです。
不断水仕切弁設置工φ100㎜　　　　　１箇所
　　　〃　　　　　        φ150㎜　　　　　３箇所
仕切弁取替工    φ75㎜　　　　　　　　 ２箇所
仕切弁撤去工   φ100㎜　　　　　　　　１箇所
消火栓設置工（地下式単口）φ75㎜　 ３箇所
舗装本復旧工　　　　　　　　　　       　 一式

413
第二総合運動場駐車場等整備に伴う電気設備工
事

箕面市外院1丁目地内 電気設備工事
電気設備工事
機械設備工事
ガス配管工事

（有）道原電設 平成23年 1月21日 平成23年 3月28日 9,418,500 9,672,600

・駐車場電源引込工事の追加等、工事内容に変更が生じたため
・駐車場3.4電源引込工事を追加
・ガス配管切替工事夜間施工（追加）
・ガス配管工事に係る舗装仮復旧中止及び舗装本復旧の一部中止
・水道用遠隔指示メーターボックス移設工事を追加

417 市道止々呂美線法面防災工事
箕面市下止々呂美地
内

土木工事 法面復旧工 （株）大阪防水建設社 平成22年12月24日 平成23年 3月11日 6,184,500 6,756,750

　本変更は、当初発注箇所に接する箇所において、崩落の可能性が高い法面部を
確認したため、復旧工の面積を増加したものです。
法面復旧工　　　　一式
　変更前　　Ａ＝３５６㎡
　変更後　　Ａ＝４０８㎡

421 公園施設補修工事No.1 箕面市箕面地内他 土木工事 ターザンロープ設置工
（有）ケイエスティ
コーポレーション

平成22年11月16日 平成23年 3月11日 8,011,500 8,565,900

本工事の主な変更理由は、せせらぎ公園において当初ターザンロープの設置を予
定していたが、せせらぎポンプ施設等の地下埋設物が支障となるためターザンロー
プの設置が困難となったことに伴い減工したことと、地元要望を受け山麓公園の園
路舗装、箕面西公園の安全柵の撤去・新設等の施工したことに伴い増工したことに
よるものです。
ターザンロープ設置工　３基
箕面西公園
山麓公園
西脇公園
間谷西公園
山手公園
東谷公園
今宮第一ちびっ子公園
木戸が池緑地
桜井公園
当対池公園

422 公園施設補修工事No.2 箕面市半町地内他 土木工事
ブランコ設置
安全柵設置
フェンス塗装

（有）大濱産業 平成22年11月16日 平成23年 2月25日 7,045,500 8,933,400

本工事の主な変更理由は、北の杜公園及び間谷南公園においてブランコの設置を
予定していたが、地元要望により遊具の種類が変更となったことと、新稲児童遊園
の園地舗装、止々呂淵公園の植栽、新船場東公園の砂場設置等のために増工した
ことによるものです。
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424 箕面２丁目３６－１ほか配水管敷設工事（２２）
箕面市箕面２丁目地
内

土木工事

配水管敷設工
仕切弁設置工
空気弁設置工事
既設水道管撤去工
舗装本復旧工

（株）ミノケン 平成23年 2月 8日 平成23年 5月10日 10,185,000 12,720,750

府道部の既設舗装厚が２５㎝であったため、破砕機（アイヨン）を用いて破砕しながら
採掘しなければならず、全体の配管延長も長くなり、また、粟生間谷東６丁目におい
て、配水区域を変更したことにより水圧が上昇し、配水管の漏水が頻発し緊急措置
として施工するため、増額変更するものです。
配水管敷設工ＰＥφ１００㎜　　 　251.3ｍ
配水管敷設工DCIPφ１００㎜　　　　1.6ｍ
仕切弁設置工φ１００㎜　　　　　    　１基
空気弁設置工事φ７５㎜　　　　　   　２基
既設水道管撤去工　　　　　　　   109.5ｍ
舗装本復旧工　　　　　　　　　　       一式
不断水丁字管設置φ150×150　　　１基
配水管敷設DCIPφ１５０㎜　　　 　18.9ｍ

434 市民の森遊歩道補修工事 箕面市箕面地内 土木工事
杭柵工
丸太階段設置工

秋本建設工業 平成23年 2月10日 平成23年 3月11日 966,000 999,600
本変更は、杭柵工の施工数量を増工したことによるものです。
杭柵工　　　　　Ｌ＝３０．０ｍ
丸太階段設置工　一式

453 汚水桝等補修工事 箕面市市内一円地内 土木工事 桝及び取付管補修工 （株）協和 平成23年 2月28日 平成23年 3月28日 4,843,650 3,445,050

施工予定の住民と調整及び現地調査の結果、作業不可となった箇所について数量
減の変更を行うもの。
桝及び取付管補修工
　管路土木　　　　  １式
　汚水桝補修工　　７箇所
　塩ビ製汚水桝　　２箇所
　ＣＰ樹脂修繕工　３箇所
　蓋取替　　　　   　２箇所
　取付管取替　　 　４箇所
　舗装復旧工　　 　１式


