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95 青松園連絡管敷設工事(２７) 箕面市彩都粟生南地内 土木工事
配水管敷設　　口径３００㎜　　Ｌ＝４４．３ｍ
伸縮可とう管　　径３００㎜　　２基
空気弁設置　　　　　　　　　　２基

（株）三原組 平成27年 4月23日 平成27年 7月31日 5,400,000 5,537,160

当初予定していた配管の連絡方法を変
更したため、配管材料、接合手間が増工
となったため。

222
桜井石橋線道路改良工事に伴う防護
柵設置工事

箕面市百楽荘4丁目地
内

土木工事
道路改良
　防護柵工　1式

（株）大金建設 平成27年 5月15日 平成27年 7月31日 1,825,200 3,597,016

立入防止柵が追加施工になり、それに伴
う既設の立入防止柵のとり壊しなどの追
加工事が必要になったため。
道路改良
　防護柵工　　　1式
　舗装工　　　　1式
　排水構造物工　1式
　縁石工　　　　1式
　構造物撤去工　1式

242 給水管整備工事（２７） 箕面市小野原西ほか 管設備工事

給水連絡工
ＨＩＶＰ径１３㎜　４１箇所
ＨＩＶＰ径２０㎜　３７箇所
ＨＩＶＰ径２５㎜　２０箇所
ＨＩＶＰ径３０㎜　１５箇所
ＨＩＶＰ径４０㎜　２０箇所
ＨＩＶＰ径５０㎜　　４箇所
舗装本復旧工

（株）増田設備 平成27年 5月21日 平成28年 1月29日 23,490,000 17,716,320
地権者の承諾を得ることができない箇所
について、箇所数から減ずる。

374 中学校低温貯蔵庫設置工事 箕面市新稲他５地内 建築工事 中学校低温貯蔵庫設置工事 西川建設（株） 平成27年 6月17日 平成27年 8月31日 8,067,600 7,608,600

低温貯蔵庫ドレン管設置６校分及び配管
配線範囲の変更等による。
①低温貯蔵庫ドレン管設置
②配管・配線範囲等変更

389
中央生涯学習センタートイレ他改修工
事

箕面市箕面地内 建築工事
１Ｆトイレ改修
３Ｆ工芸室外壁改修

ライトハウス（株） 平成27年 6月18日 平成27年12月10日 8,557,920 8,662,680

・施設管理者及び近隣住民の要望によ
り、交通誘導員の警備体制を強化したた
め。
・交通誘導員を9名追加する。

394
瀬川4丁目地内ほか配水管改良工事
(２７)

箕面市瀬川4丁目地内
ほか

土木工事

配水管敷設
径７５㎜　１９６．８ｍ
径１００㎜　２１８．３ｍ
径１５０㎜　９０．６ｍ
径２００㎜　２５７．９ｍ
仕切弁設置　径７５～２００㎜　２２基
消火栓設置　径７５㎜　６基
給水連絡径２０～５０㎜　　８６箇所
舗装本復旧一式

上田良建設（株） 平成27年 6月24日 平成28年 1月29日 68,796,000 77,339,880
交通整理員の増員、配管等の変更、施
工内容の変更による。

396 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
汚水桝取替２９箇所
舗装工一式

（有）三光建設 平成27年 6月24日 平成27年12月11日 5,140,800 5,513,400 公共桝１箇所増、出来高精算

397
市内下水道施設人孔蓋取替工事（そ
の１）

箕面市稲２丁目地内他 土木工事
人孔蓋取替（汚水）５２箇所、　人孔蓋取替
（雨水）１５箇所、舗装工　　付帯工 山村組 平成27年 6月24日 平成27年12月18日 15,390,000 15,571,440

緊急性のある人孔蓋取替箇所の増によ
る。
汚水蓋２箇所増
人孔蓋取替（汚水）５４箇所、　人孔蓋取
替（雨水）１５箇所、舗装工　　付帯工

407
半町４丁目地内ほか配水管改良工事
（２７）

箕面市半町４丁目地内 土木工事

配水管敷設　径７５㎜　Ｌ＝258.2m
配水管敷設　径１００㎜　Ｌ＝421.7m
仕切弁設置工　径７５㎜～１００㎜　１８基
消火栓設置４基
給水連絡　　　９４箇所
舗装本復旧一式

鳥井建設（株） 平成27年 7月 1日 平成28年 1月29日 54,270,000 60,230,520

曲管等の異形管材料の使用が増えたた
め。道路境界プレートの復元を増工した
ため。

平成27年度契約変更一覧表
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456
ワークセンターささゆりエレベーター・
リフト改修工事

箕面市　瀬川　地内 機械設備及び施設工事
・エレベーター改修工事　一式
・厨房リフト改修工事　一式

フジテック（株）
近畿統括本部

平成27年 7月 3日 平成28年 1月29日 14,580,000 14,580,000

①建築基準法に基づくエレベータの既存
不適格の解消に係る改修において、現発
注仕様にて建築基準法を満足させること
ができるが、耐震クラスについて再検討
を行うため。
②エレベータ内に設置した遠隔監視カメ
ラにおいて、軽微な不具合が確認された
ことから調整等を行うため。

488 才ヶ原バイパス流入部改修工事
箕面市箕面三丁目地内
他

土木工事

河川土工　一式
水路設置工　一式
床版設置工　一式
パラペット設置工　一式
水門移設工　一式
新設スクリーン設置工　一式
既存スクリーン改良工　一式
既設マンホール改良工　一式
フェンス設置工　一式
花壇取り壊し工　一式
河床掘削　一式
撤去工　一式
舗装工　一式

（株）仲野商店 平成27年 7月13日 平成27年12月11日 12,452,400 15,587,640

　本変更は、監視カメラの設置工、簡易
階段設置工、足掛金物追加設置工、水
路補修工の付帯工事を追加実施する必
要が生じたため、増額変更するもので
す。
河川土工　　　掘削88.4㎥⇒69.7㎥
水路設置工・水門移設工　　コンクリート
16.7㎥⇒20.1㎥
床版設置工　コンクリート　6.3㎥⇒7.7㎥
フェンス設置工　延長20.7m⇒18.4m
舗装撤去復旧工　35.8㎡⇒34.5㎡
付帯工（監視カメラ設置工、簡易階段設
置工、足掛金物追加設置工、水路補修
工）　－　⇒　一式

489 普通河川才ヶ原川浚渫工事
箕面市　如意谷３丁目
他　地内

土木工事
河川浚渫工　一式

（株）白石組 平成27年 7月13日 平成27年 8月31日 4,676,400 4,587,840

本工事は、河川内に堆積した土砂等の
浚渫作業を行うものですが、現地詳細調
査及び協議の結果、当初予定していた仮
設進入路設置による土砂搬出をとりや
め、移動式クレーンによる吊り上げ搬出
に工法変更を行うものです。また、これら
の変更により、現場における堆積土砂の
塵芥分別作業が極めて非効率となるた
め、別作業ヤード内での分別作業とした
ものです。このため、作業ヤードまでの必
要な仮置運搬工を追加したものです。こ
のほか、数量の増減に伴う精算により、
変更請負見込額は減額となる見込みで
す。
仮設工　　　　　　　　　削除
浚渫工
　河川浚渫工
　　不整地運搬工　　　　0㎥
　　土砂搬出（吊上）　144㎥
　　土砂運搬工D4t    144㎥
かご枠工
　かご枠設置工
　かご枠設置K2000　  3基

579
林道谷山線災害復旧工事に伴う付帯
工事

箕面市白島地内 土木工事
法面工　１式
仮設工　１式

鳥井建設（株） 平成27年 7月22日 平成27年 8月31日 2,646,000 2,754,669
路面排水工、伐採工等の追加工事によ
る。

608 箕面浄水場他水位計取替工事 箕面市箕面市内他 機械設備及び施設工事
水位計取替工事
電気配線工事

イワキ・モリタニ
電工（株）

平成27年 8月 5日 平成27年11月16日 15,094,080 16,266,960
水位計設置台数の増加及び水位計カ
バー材質の変更によるもの。
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609 道路舗装修繕工事No.1
箕面市西小路4丁目地
内他

ほ装工事

舗装修繕
　舗装工　1式
　区画線工　1式
　付帯工　1式

（株）三原舗道 平成27年 8月 3日 平成27年11月 9日 18,997,200 18,533,880

本変更は、前後の路面や構造物との平
坦性・仕上がりを考慮した結果、面積に
変更が生じた事、また、工事範囲内での
実測による精査に伴い数量に変更が生
じた事による、変更契約を行うものです。
舗装修繕
　舗装工　1式
　区画線工　1式
　付帯工　1式
　舗装工（市単）　1式
　区画線工（市単）　1式

610 道路舗装修繕工事No.2
箕面市西宿2丁目地内
他

ほ装工事

舗装修繕
　舗装工　1式
　区画線工　1式
　付帯工　1式

昭和建設（株） 平成27年 8月 3日 平成27年11月13日 25,164,000 25,508,520

本変更は、前後の路面や構造物との平
坦性・仕上がりを考慮した結果、面積が
増えた事、また、工事範囲内での実測に
よる精査に伴い数量に変更が生じた事に
よる、変更契約を行うものです。
舗装修繕
　舗装工　1式
　区画線工　1式
　付帯工　1式
　舗装工（市単）

611 道路舗装修繕工事No.3
箕面市外院2丁目地内
他

ほ装工事

舗装修繕
　舗装工　1式
　区画線工　1式
　付帯工　1式

東西道路（株） 平成27年 8月 3日 平成27年11月 6日 14,904,000 15,064,920

本変更は、前後の路面や構造物との平
坦性・仕上がりを考慮した事により面積
に変更が生じた事、また、工事範囲内で
実測により数量に変更が生じた事によ
る、変更契約を行うものです。

687
桜井１丁目地内ほか配水管改良工事
（２７）

箕面市桜井１丁目地内
ほか

土木工事

配水管敷設　径７５㎜　Ｌ＝２９９．９ｍ
配水管敷設　径１００㎜　Ｌ＝７．７ｍ
配水管敷設　径１５０㎜　Ｌ＝３６．７ｍ
配水管敷設　径２００㎜　Ｌ＝５．３ｍ
配水管敷設　径２５０㎜　Ｌ＝６５５．４ｍ
配水管敷設　径３００㎜　Ｌ＝１８．５ｍ
仕切弁設置　径７５～３００㎜　１９基
消火栓設置　径７５㎜　　９基
給水連絡　１３２箇所
舗装本復旧一式

（株）津賀建設 平成27年 7月30日 平成28年 3月28日 88,560,000 #########

試掘して調査の結果、当初設計の敷設
箇所から変更する。大口径の異形管材
料が当初より大幅に増加になった。警察
署の指示により交通整理員の増加を図っ
た。給水切替工の施工延長が当初より増
工となった。

689
坊島受水場No.１受水池内部補修工
事

箕面市坊島地内 土木工事
受水地内部補修及び防水塗装
受水地屋上ガラリ改修

谷垣建設（株） 平成27年 8月26日 平成28年 3月22日 56,700,000 73,190,520

本工事施工中において、天井部分の亀
裂が判明し、池内部からの亀裂補修は
不可能と判断し、屋上にシート防水を追
加で施行することとしたため。

698 通学路安全対策工事No.1 箕面市内全域 土木工事

排水構造物工　　　一式
防止柵工　　　　　一式
区画線工　　　　　一式
道路付属施設工　　一式
構造物撤去工　　　一式

（有）大濱産業 平成27年 8月28日 平成28年 1月29日 6,404,400 8,196,120

舗装工　　　　　一式
排水構造物工　　一式
防護柵工　　　　一式
標識工　　　　　一式
区画線工　　　　一式
道路付属施設工　一式
道路反射鏡工　　一式
構造物撤去工　　一式
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702
第四中学校屋内運動場他防水改修
工事

箕面市　石丸　地内 建築工事

・屋内運動場北側外壁改修工事　一式
・屋内運動場屋上防水工事　　　一式
・階段踊場塩ビシート工事　　　一式
・Ａ棟漏水補修工事　　　　　　一式

ライトハウス（株） 平成27年 8月28日 平成27年11月30日 8,964,000 9,174,600

・施設管理者との協議により、外壁塗装
範囲を追加したため。
・外壁塗装範囲の変更に伴い、安全対策
が必要となったことから交通誘導員を追
加したため。
変更前
①外壁塗装　386㎡
②交通誘導員　50人
変更後
①外壁塗装　456㎡
②交通誘導員　52人

783
平成２７年度公共下水道（桜井排水区
長寿命化）管路更生工事

箕面市半町４丁目地内
他

土木工事

管渠更正工（自立）径２５０㎜　Ｌ＝３４０．２
４ｍ　　Ｌ｀＝３２０．８９ｍ
管渠更正工（自立）径３００㎜　Ｌ＝５２．８１
ｍ　　　Ｌ｀＝４９．５６ｍ

鳥井建設（株） 平成27年 9月16日 平成28年 3月28日 31,536,000 42,695,640

当初全スパンを昼間施工としていたが、
国道の管理者及び箕面警察との協議に
より、夜間施工に変更する。また、地元調
整の整った５スパンを追加施工すること
により、増額変更となるものです。
管渠更正工（自立）径２５０㎜　Ｌ＝４４８．
８８ｍ　　Ｌ｀＝４２５．０３ｍ
管渠更正工（自立）径３００㎜　Ｌ＝５２．８
５ｍ　　　Ｌ｀＝４９．６０ｍ

784
仕切弁設置及び消火栓設置工事（２
７）

箕面市桜ヶ丘３丁目地
内ほか

土木工事

仕切弁設置工　径７５㎜　　　３基
仕切弁設置工　径１５０㎜　　３基
消火栓地下式単口　径７５㎜　３基
舗装本復旧一式

箕面土建 平成27年 9月16日 平成28年 3月11日 9,828,000 9,653,040
仕切弁２基の設置を取りやめる。径１５０
㎜
仕切弁１基を設置する。　　　　径７５㎜

795
稲５丁目地内ほか配水管改良工事（２
７）

箕面市稲５丁目地内ほ
か

土木工事

配水管敷設径７５㎜　　Ｌ＝２７３．９ｍ
配水管敷設径１００㎜　　Ｌ＝１４．０ｍ
配水管敷設径１５０㎜　　Ｌ＝２６６．９ｍ
仕切弁設置径７５㎜　　　１６基
消火栓設置　　　４基
給水連絡工　　　　８０箇所
舗装本復旧　　一式

（株）江川組 平成27年 9月25日 平成28年 3月23日 57,510,000 63,650,880

本工事は老朽管の敷設替えを順次実施
し、配水管の破損・漏水事故の発生を防
止するため、配水管の耐震化を推進する
ものでありますが、施工現場は非常に交
通量が多く、箕面警察署指示にて交通誘
導員を増加し施工を行いました。本管敷
設延長については、本管から分岐部の仕
切弁まで取替えを行ったこと、また試掘
にて鋳鉄管ＣＩＰ管が判明したことから増
工となったことなどにより、材料費・施工
費が増額となっています。
配水管敷設径７５㎜　　Ｌ＝３０３．５ｍ
配水管敷設径１００㎜　　Ｌ＝１６．１ｍ
配水管敷設径１５０㎜　　Ｌ＝３０９．３ｍ
仕切弁設置径７５㎜　　　２１基
消火栓設置　　　５基
給水連絡工　　　　８３箇所
舗装本復旧　　一式

826 A系焼却炉耐火物修繕
箕面市環境クリーンセ
ンター

機械設備及び施設工事
A系焼却炉耐火物修繕　1式

荏原環境プラント
（株）　西日本支
店

平成27年10月 9日 平成28年 3月11日 8,694,000 9,433,800

　施工範囲の耐火物を解体したところ、
二次空気ノズル10本に極度の腐食が確
認された。またケーシングの肉厚測定を
実施したところ、元厚6mmに対し判定基
準である3mmを下回る箇所が検出され
た。この状態のままでは耐火物を施工す
ることはできないため、ノズルの取替え及
びケーシングの補修が必要である。
二次空気ノズル10本　取替え
ケーシング　当て板補修
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848 Ｂ系焼却炉耐火物修繕
箕面市環境クリーンセ
ンター

機械設備及び施設工事
Ｂ系焼却炉耐火物修繕　１式

荏原環境プラント
（株）　西日本支
店

平成27年10月20日 平成28年 3月11日 8,640,000 9,708,120

　施工範囲の耐火物を解体したところ、
二次空気ノズル5本に極度の腐食が確認
された。また、ケーシングについて、腐食
の進行と穴あきが多数確認された。この
状態のままでは耐火物を施工することは
できないため、ノズルの取替え及びケー
シングの補修が必要である。
　また、焼却炉とボイラーの接続部（エキ
スパンション部）の耐火物が、今回施工
対象範囲と一体で施工されていることか
ら、今回施工範囲と合わせて解体及び施
工する必要がある。
二次空気ノズル5本　取替え
ケーシング補修　１式
エキスパンション部耐火物施工　１式

873 道路舗装修繕工事No.4
箕面市牧落5丁目地内
他

ほ装工事

舗装修繕
　舗装工　　１式
　区画線工　１式
　付帯工　　１式

東西道路（株） 平成27年10月26日 平成28年 2月 8日 16,470,000 20,914,200

地元協議の結果、一部昼間施工から夜
間施工となった。路面状態の悪い箇所を
追加施工した。既設舗装厚が所定厚より
厚いためそれに伴う補足材、殻処分が増
えたため、以上のことから数量変更が生
じたもの。

874 道路舗装修繕工事No.5
箕面市牧落3丁目地内
他

ほ装工事

舗装修繕
　舗装工　　　　１式
　区画線工　　　１式
　構造物撤去工　１式
　付帯工　　　　１式

（株）三原舗道 平成27年10月26日 平成28年 2月12日 19,850,400 21,718,800

本工事において、現地立会（全１２箇所）
により舗装打換え範囲の面積に変更が
生じたため。
【変更前】舗装工　　　　１式
　　　　　区画線工　　　１式
　　　　　構造物撤去工　１式
　　　　　付帯工　　　　１式
【変更後】舗装工　　　　１式
　　　　　区画線工　　　１式
　　　　　付帯工　　　　１式

875 道路舗装修繕工事No.6
箕面市如意谷4丁目地
内他

ほ装工事

舗装修繕
　舗装工　　１式
　区画線工　１式
　付帯工　　１式

イケモトコーポ
レーション（株）

平成27年10月26日 平成28年 2月 5日 22,550,400 27,529,200
現地立会において、沿道住民より要望が
在り施工範囲が増えたため変更を行う。

909 構造物補修工事№５ 箕面市外院３丁目地内 土木工事 構造物補修工　一式 （株）津賀建設 平成27年11月 4日 平成27年12月18日 5,832,000 5,676,480

階段・通路部のコンクリート舗装工におい
て、コンクリート断面厚が当初設計の１０
㎝が２０㎝であることが判明したため、土
工数量（掘削、とりこわし工）の変更に伴
う増・減工が生じたこと及びコンクリートポ
ンプ圧送車による打設回数が減となり減
工が生じたため、設計変更を行うもので
す。

910
箕面市立病院リハビリテーション棟他
改修工事（その３）

箕面市萱野地内 建築工事

・リハビリテーション棟改修
・本館棟改修（プレイルームを説明室に改
修）
・サイン改修工事

（株）竹中工務店
大阪本店

平成27年11月11日 平成28年 3月23日 ######### #########

・外来治療センターに移設される点滴セ
ンターの後を、簡易な診断や相談に活用
できるよう多目的室として改修することに
なったため。
・外来治療センターにおいて運用方法を
検討していく中で、緊急時に簡易な手術
を行わなくてはならない事態が想定さ
れ、内装等が手術室に準じたものが必要
となったため。
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942
稲分団格納庫兼詰所新築及び小野
原分団耐震補強工事

箕面市稲及び小野原地
内

建築工事
実施工事内容
　・稲分団格納庫兼詰所新築工事
　・小野原分団耐震補強工事

城下工務店（有） 平成27年11月16日 平成28年 3月25日 35,424,000 35,672,400

工事に伴う市道通行止め時に交通誘導
員の増員が必要となったため。
交通誘導員の追加配備
　当初　　１０６人工（稲分団100人工、小
野原分団6人工）
　変更後　１２８人工（稲分団122人工、小
野原分団6人工）

945
平成２７年度公共下水道（桜井排水区
長寿命化）改築工事

箕面市瀬川４丁目地内
他

土木工事

管布設工　　径２５０㎜　Ｌ＝１６５．７０ｍ
Ｌ’＝１５７．９７ｍ
管布設工　　径３００㎜　Ｌ＝　５７．２９ｍ
Ｌ’＝　５４．６９ｍ
取付管工一式　　　舗装復旧工一式

小畑建工（株） 平成27年11月13日 平成28年 3月29日 28,296,000 26,936,280
路線４箇所において舗装本復旧を減工し
たため。

949 汚水本管補修・止水工事
箕面市西小路３丁目地
内他

土木工事
管渠止水工（部分ライニング）昼間　径２５０
㎜　　３７１箇所

（株）エコ・テクノ
箕面支店

平成27年11月17日 平成28年 3月25日 43,848,000 45,914,040

１．当初、全箇所を昼間施工としていた
が、道路管理者、警察との協議により、
府道を夜間施工とした。
２．警察協議により交通整理員を増員し
た。
３．施工数量の清算を行う。

950
箕面２丁目地内ほか配水管改良工事
（２７）

箕面市箕面２丁目地内
ほか

土木工事

配水管敷設　径７５㎜　Ｌ＝２５１．６
配水管敷設　径１００㎜　Ｌ＝３７．５
配水管敷設　径１５０㎜　Ｌ＝１９０．９
配水管敷設　径２００㎜　Ｌ＝３．９
仕切弁設置　径７５㎜～径１５０㎜　Ｎ＝１３
基　給水連絡工径１３㎜～径５０㎜　５３箇
所
消火栓設置　地下式単口　径７５㎜　３基
舗装本復旧一式

（株）三原組 平成27年11月25日 平成28年 3月28日 39,960,000 36,786,960

１工区－２の改良工事は阪急の軌道敷を
横断する工事と関連するため、本工事に
おいて径１５０㎜１００ｍの改良工事を取
りやめる。
道路使用の関係で箕面警察から全ての
工区で交通整理員の増員を要請された
ため増工する。

961 市庁舎加湿器改修工事 箕面市西小路地内 機械設備及び施設工事
別館エアハンドルユニット用加湿器６組取替
工事　一式

コスモー産業
（株）

平成27年11月26日 平成28年 2月19日 1,425,600 1,517,400

今回設置する機器のメンテナンス用バル
ブを追加するため。
・仕切弁　２５A１台
・仕切弁　３２A１台
・配管工事　一式
・保温工事　一式

1040
市庁舎第三別館地下室防水改修工
事

箕面市稲地内 その他設備工事

・地下室防水改修工事　一式
・小会議室雨漏改修　一式
・大会議室雨漏改修　一式

（有）北栄工務店 平成27年12月16日 平成28年 2月15日 2,678,400 2,768,040

・現場着手時の試掘調査により、防水内
容を変更したため。
・ゴムアスファルト系塗膜防水（54.0㎡）→
ゴムアスファルト系塗膜防水（30.02㎡）
・タイル補修（35.6㎡）→タイル補修（15.1
㎡）
・現場打ち側溝の追加（14.4ｍ）
・土間コンクリート打設（9.1㎡）

1043 通学路安全対策工事No.2 箕面市内全域 土木工事

舗装工　１式
排水構造物工　１式
防止柵工　１式
区画線工　１式
道路付属施設工　１式
構造物撤去工　１式

（株）西川組 平成27年12月18日 平成28年 3月11日 6,804,000 7,315,920

本変更は、現地立会の際、箕面警察や
沿道住民等の要望により施工範囲や施
工内容に変更が生じたため、変更契約を
行うものです。
（主な変更内容）
　横断防止柵　　　34m→49m
　区画線工　　　　2756m→3265m
　蛍光塗料工　　　蛍光塗料→蓄光塗料
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1045 舗装補修工事№５
箕面市粟生新家５丁目
地内他

ほ装工事 舗装補修工　一式 （株）三原舗道 平成27年12月16日 平成28年 2月29日 9,320,400 10,625,040

本変更は、当該場所に近接する沿道住
民と現地立会の結果、工事影響範囲が
増加したことにより、アスファルト舗装面
積及びAs塊運搬工等の増工が生じたた
め、今般増額変更を行うものです。

1047
市内下水道施設人孔蓋取替工事（そ
の２）

箕面市桜ヶ丘２丁目他
地内

土木工事
人孔蓋取替工（汚水）５２箇所
人孔蓋取替工（雨水）２６箇所
舗装工　付帯工　　一式

明広開発（株） 平成27年12月18日 平成28年 3月15日 18,468,000 21,287,880

市民からの要望で不具合を生じている人
孔蓋の取替を緊急に行う必要があるもの
を本工事に組み込んだことから増工する
ものです。
人孔蓋取替工（汚水）５０箇所　既設流用
１箇所
人孔蓋取替工（雨水）４１箇所　既設流用
１２箇所
舗装工　付帯工　　一式

1049 道路舗装修繕工事No.7 箕面市下止々呂美地内 ほ装工事

舗装修繕
　舗装工　　１式
　区画線工　１式

イケモトコーポ
レーション（株）

平成27年12月18日 平成28年 3月11日 16,070,400 15,520,680

既設舗装厚が設計厚より薄く、それに伴
い舗装断面に変更が生じたことや、路面
性状調査結果で要修繕判定となった箇
所に追加施工したことで数量に変更が生
じたため。

1050 道路舗装修繕工事No.8
箕面市如意谷4丁目地
内他

ほ装工事

舗装修繕
　舗装工　　１式
　区画線工　１式
　付帯工　　１式

昭和建設（株） 平成27年12月18日 平成28年 3月11日 18,360,000 18,419,400

本変更は、既設舗装厚が所定厚より厚く
それに伴い、補足材、殻処分等が増えた
ことや、面積や延長の精査に伴い数量に
変更が生じたため変更を行う。

1051 道路舗装修繕工事No.9
箕面市坊島2丁目地内
他

ほ装工事

舗装修繕
　舗装工　　１式
　区画線工　１式
　付帯工　　１式

東西道路（株） 平成27年12月18日 平成28年 3月11日 9,828,000 11,122,920

本変更は、既設舗装厚が所定厚より厚く
それに伴い補足材、殻処分等が増えた
事により数量に変更が生じ変更契約を行
うものです。

1110 東分署車庫シャッター他改修工事 箕面市粟生外院地内 建築工事
・オーバースライダー設置工事
・食堂兼待機室の雑排水管改修工事

西川建設（株） 平成28年 1月18日 平成28年 3月25日 3,272,400 3,732,480

既存建物の下地精度が悪く、オーバース
ライダー設置に取付調整部材が必要に
なったため。

1140 普通河川才ヶ原川改修工事 箕面三丁目地内 土木工事
河川拡幅工事　一式 （有）ケイエスティ

コーポレーション
平成28年 1月20日 平成28年 3月30日 9,126,000 10,304,280

本変更は工事により傷んだ私道を舗装
する必要等が生じたため、増額変更する
ものです。

1163 東分署仮眠室、トイレその他改修工事 箕面市粟生外院 建築工事
・浴室改修工事
・仮眠室改修工事
・屋上防水工事

北大阪木材（株） 平成28年 1月27日 平成28年 3月25日 7,290,000 7,464,960

・緊急出場時の安全性を考慮して引き違
い戸に変更。
（外開き戸の場合、開放時職員と接触の
危険性があるため）→既設片開き戸の再
取付を引き違い戸新設とした。
・収納場所がないため。→収納ケースの
設置


