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347
瀬川４丁目地内ほか配水管改良工事
（２８）

箕面市瀬川４丁目地内 土木工事 配水管改良工事一式 上田良建設（株） 平成28年 5月23日 平成29年 1月31日 70,632,000 65,271,960

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、一部区間は交通量も
多いため、箕面警察署の指示にて、交通
誘導員の増加及び一部夜間施工にて実
施しました。また、その2においてφ
300mm給水切替施行箇所については、
試掘などの調査の結果、敷設替え対象
の給水管ではないと判明したため給水切
替工事（6箇所）及び舗装本復旧（約770
㎡）の施工を中止しています。
上記の変更により、減額変更を行いま
す。

348
箕面８丁目地内ほか配水管改良工事
（２８）

箕面市箕面８丁目地内ほか 土木工事

配水管敷設 DIP(GX形)φ75㎜　 L=159.4 m
配水管敷設 DIP(GX形)φ100㎜ L=43.6m
配水管敷設 DIP(GX形)φ150㎜ L=327.3 m
配水管敷設 DIP(GX形)φ200㎜ L=3.1m
仕切弁設置φ75～φ150㎜ 26基
舗装本復旧一式
給水連絡φ13～50  37箇所
消火栓地下式単口φ75㎜　　 5基

（株）今木組 平成28年 5月23日 平成29年 1月31日 60,480,000 63,264,240

本工事は、老朽管の布設替えを順次実
施し、配水管の破損・漏水事故の発生を
防止し、配水管の耐震化を推進するもの
であります。本変更の主な理由は、試験
掘削の結果、更新基準年から外れると判
明した平和台地域の工事を一部中止し、
西小路地域のCIP管路の敷設替えを増
工したことにより、工事延長が約120m増
となり、また、比較的住宅が密集した西小
路地域での給水切替件数が増加したた
め、増額変更を行うものです。

351 北芝住宅Ｅ棟水道設備改修工事 箕面市萱野地内 管設備工事
増圧給水方式から直結直圧方式への変更
工事　一式

（株）増田設備 平成28年 5月25日 平成28年 7月29日 3,110,400 4,030,560

関係者協議で、既存管の撤去・取替工事
等が追加で必要となったため。
追加工事施工にあたり、当初の工期では
施工できないため延長する。
追加工事
　①市道部分の既設給水管の撤去工事
　②各戸分岐部分の既設給水管取替工
事

357
市内下水道施設人孔蓋取替工事（そ
の１）

箕面市粟生外院５丁目地内 土木工事

人孔蓋取替工（汚水）　46箇所
人孔蓋取替工（雨水）　18箇所
舗装工　一式
付帯工　一式

（株）西川組 平成28年 5月26日 平成28年11月 7日 13,500,000 14,705,280

本変更は市民からの要望で不具合が生
じている人孔蓋の取り替えを緊急に行う
必要のあるものを本工事に組み込んだこ
とから増額変更が生じるものです。併せ
て出来高による精算を行うものです。
人孔蓋取替工（汚水）　49箇所
人孔蓋取替工（雨水）　21箇所
舗装工　一式
付帯工　一式

413 汚水桝等補修工事 箕面市瀬川4丁目地内 土木工事 汚水桝取替工　一式 (株)ハルマ 平成28年 6月 2日 平成28年 9月30日 4,158,000 5,570,640

２宅地で1つの公共桝をりようしていた箇
所を分離したことによる増工。
取付管を本管まで替えたことによる増
工。
道路管理者との協議による舗装面積の
増工。
人孔蓋取替工（汚水）　49箇所
人孔蓋取替工（雨水）　21箇所
舗装工　一式
付帯工　一式

441
中小学校校舎増築（第３期）に伴う電
気設備工事

箕面市稲地内 電気設備工事
電灯設備、コンセント設備、動力設備、受変
電設備、拡声設備、自動火災報知設備工事
ほか

中井電気工事
（株）

平成28年 6月 8日 平成29年 3月17日 12,409,200 13,576,680

設計段階で確認できなかった隠蔽部の
配線や器機を改修、撤去する必要が生じ
たため。
・校内放送アンプ改善
・火災報知設備受信機改善
・既存埋設配線ルート変更

平成28年度契約変更一覧表平成28年度契約変更一覧表平成28年度契約変更一覧表平成28年度契約変更一覧表
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526 かやの幼稚園エレベーター設置工事 箕面市萱野地内 建築工事
基礎型枠　10㎡
基礎配筋　1式
基礎コンクリート　1

城下工務店（有） 平成28年 6月20日 平成28年 9月16日 15,660,000 16,009,920

既設地中梁の位置がずれていたので、
基礎を新設したため。
基礎型枠　14㎡
基礎配筋　1式
基礎コンクリート　1.9

529 汚水本管補修・止水工事 箕面市桜５丁目地内他 土木工事

φ２００　　　２箇所
φ２５０　２５５箇所
φ３００　　３２箇所
φ３５０　　１１箇所

（株）ケンセイ　箕
面営業所

平成28年 6月22日 平成29年 1月27日 43,416,000 40,001,040

本変更は、補修工事において現地調査
をした結果、φ２５０㎜、φ３００㎜の汚水
管について破損状況を判断したところ、
補修の必要がなくなった管があることな
どから、減額するものです。
φ２００　　　２箇所
φ２５０　２３７箇所
φ３００　　２５箇所
φ３５０　　１６箇所

536
都市計画道路萱野東西線道路改良
工事No.4（東部地区）

箕面市白島1丁目地内他 土木工事

構造物土工　　一式
擁壁工　　　　一式
排水構造物工　一式
舗装工　　　　一式
舗装工　　　　一式
縁石工　　　　一式

（株）大金建設 平成28年 6月24日 平成29年 2月28日 17,699,040 13,735,440

本変更は平成28年度に施工を予定して
いた箇所が工事着手出来なかったため、
施工範囲が縮小したことによる出来形数
量の減少に伴い契約金額を減額するも
のです。

536
都市計画道路萱野東西線道路改良
工事No.5（東部地区）

箕面市白島1丁目地内他 土木工事

構造物土工　　一式
擁壁工　　　　一式
排水構造物工　一式
舗装工　　　　一式
舗装工　　　　一式
縁石工　　　　一式

（株）大金建設 平成28年 6月24日 平成29年 2月28日 15,564,960 15,240,960

本変更は平成28年度に施工を予定して
いた箇所が工事着手出来なかったため、
施工範囲が縮小したことによる出来形数
量の減少に伴い契約金額を減額するも
のです。

553
国道１７１号配水管改良工事№１（２
８）

箕面市瀬川４丁目地内ほか 土木工事

配水管敷設φ75mm　 L＝1.5m
配水管敷設φ100mm 　L＝61.3m
配水管敷設φ150mm 　L＝572.7m
配水管敷設φ200mm 　L＝50.6m
仕切弁設置φ75～φ150　15基
消火栓設置（地下式単口）φ75　7基
給水連絡φ13～φ50mm　19箇所
舗装本復旧　一式
仮設配管工　一式
既設管撤去工　一式

（株）石川工業 平成28年 6月27日 平成29年 3月24日 83,916,000 89,011,440

本変更の主な理由は、効率的な老朽管
更新事業を行うため、今回の施工範囲に
隣接する市道部分の老朽管取替につい
て、追加工事として増工したことから、増
額変更するものです。
配水管敷設φ100mm 　L＝66.1m
配水管敷設φ150mm 　L＝459.7m
配水管敷設φ200mm 　L＝228.0m
仕切弁設置φ75～φ150　19基
消火栓設置（地下式単口）φ75　7基
給水連絡φ13～φ50mm　20箇所
舗装本復旧　一式
既設管撤去工　一式

554
国道１７１号配水管改良工事№３（２
８）

箕面市桜井３丁目地内ほか 土木工事

配水管敷設φ75mm　 L＝19.7m
配水管敷設φ100mm 　L＝11.2m
配水管敷設φ150mm 　L＝529.8m
仕切弁設置φ75～φ150　23基
消火栓設置（地下式単口）φ75　6基
給水連絡φ13～φ50mm　17箇所
舗装本復旧　一式
仮設配管工　一式
既設管撤去工　一式

鳥井建設（株） 平成28年 6月27日 平成29年 3月24日 72,900,000 77,658,480

本変更の主な理由は、効率的な老朽管
更新事業を行うため、今回の施工範囲に
隣接する市道部分の老朽管取替につい
て、追加工事として増工したことから、増
額変更するものです。
配水管敷設φ75mm　 L＝14.7m
配水管敷設φ100mm 　L＝153.8m
配水管敷設φ150mm 　L＝512.4m
仕切弁設置φ75～φ150　17基
消火栓設置（地下式単口）φ75　8基
給水連絡φ13～φ50mm　21箇所
舗装本復旧　一式
既設管撤去工　一式
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649 給水管整備工事（２８） 箕面市市内一円地内 管設備工事

給水連絡工φ１３mm　20箇所
給水連絡工φ２０mm　30箇所
給水連絡工φ２５mm　20箇所
給水連絡工φ３０mm　10箇所
給水連絡工φ４０mm　10箇所
給水連絡工φ５０mm　 5箇所
舗装本復旧工　　　　　一式

エースイ設備
（株）

平成28年 6月30日 平成29年 2月28日 23,706,000 20,566,440

本工事は、給水管からの漏水の発生を
防止するため、鉛製給水管を硬質塩化ビ
ニール管に取り替えるものです。 給水管
（鉛管）の取替作業にあたっては、敷地内
のメーターまでの作業となることから、給
水管所有者等の作業承諾が必要となり
ます。工事発注後、給水管所有者等へ鉛
製給水管取替の趣旨と作業の説明を行
いましたが、一部所有者等の承諾が得ら
れないことから、施工箇所数を変更する
ものです。これにより、別添変更設計書
の通り減額変更を行うものです。
給水連絡工φ１３mm　15箇所
給水連絡工φ２０mm　54箇所
給水連絡工φ２５mm　16箇所
給水連絡工φ３０mm　0箇所
給水連絡工φ４０mm　2箇所
給水連絡工φ５０mm　 0箇所
舗装本復旧工　　　　　一式

651
仕切弁設置及び消火栓設置工事（２
８）

箕面市稲６丁目地内ほか 土木工事

仕切弁設置工φ 75mm １基
仕切弁設置工φ100mm ２基
仕切弁設置工φ150mm ４基
消火栓設置工（地下式単口）φ75mm　３基
舗装本復旧工　　　　　　一式

（有）今宮建材 平成28年 7月 1日 平成28年12月28日 9,828,000 12,233,160

ソフトシール仕切弁　径１５０㎜　１基増工
取出部（１Ｆ丁字）の取替
仕切弁設置工φ 75mm １基
仕切弁設置工φ100mm ２基
仕切弁設置工φ150mm ５基
消火栓設置工（地下式単口）φ75mm　３
基
舗装本復旧工　　　　　　一式

674 第三別館空調設備改修工事 箕面市稲地内 電気設備工事 第三別館２階用空調機取替工事　一式 （株）宮野電気 平成28年 7月 6日 平成28年 9月23日 8,424,000 10,946,880

今回施工中の第三別館３階デイサービス
センターにおいて、今回工事内容と同じ
空調機が故障し施設の運営に支障をき
たしている事から至急空調機を取り替え
る必要があり、契約内容を変更し実施す
る。
室外機（１０ＨＰ）　　１台取替
室内機（１．６ＨＰ）　５台取替
室内機（２．０ＨＰ）　１台取替
リモコン等付帯設備工事　　一式

675
国道１７１号配水管改良工事NO.４（２
８）

箕面市牧落５丁目地内ほか 土木工事

配水管敷設φ100mm　 L＝0.6m
配水管敷設φ150mm 　L＝687.5m
配水管敷設φ200mm 　L＝16.8m
配水管敷設φ250mm 　L＝20.8m
配水管敷設φ300mm 　L＝21.5m
仕切弁設置φ150～φ300　12基
消火栓設置（地下式単口）φ75　5基
給水連絡φ13～φ50mm　18箇所
舗装本復旧　一式
仮設配管工　一式
既設管撤去工　一式

（株）三原組 平成28年 7月13日 平成29年 3月24日 92,880,000 87,427,080

 本変更の主な理由は、施工方法の変更
に伴いφ250mm、φ300mmの大口径管
を約20m減工を行った。また舗装本復旧
（国道部）について、道路管理者である近
畿整備局との調整の結果、国道の養生
期間を考慮するため一部減工を行った。
以上のことから減額変更を行うもので
す。

配水管敷設φ100mm　 L＝0.6m
配水管敷設φ150mm 　L＝733.2m
配水管敷設φ200mm 　L＝2.7m
配水管敷設φ250mm 　L＝2.9m
配水管敷設φ300mm 　L＝1.6m
仕切弁設置φ150～φ300　14基
消火栓設置（地下式単口）φ75　5基
給水連絡φ13～φ50mm　19箇所
舗装本復旧　一式
既設管撤去工　一式
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676
国道１７１号配水管改良工事NO.２（２
８）

箕面市半町４丁目地内ほか 土木工事

配水管敷設φ75mm　　 L＝2.5m
配水管敷設φ100mm 　L＝22.6m
配水管敷設φ150mm 　L＝531.2m
配水管敷設φ200mm 　L＝87.7m
仕切弁設置φ75～φ200　17基
消火栓設置（地下式単口）φ75　5基
給水連絡φ13～φ50mm　22箇所
舗装本復旧　一式
仮設配管工　一式
既設管撤去工　一式

（株）ケイビィイー
アキード

平成28年 7月13日 平成29年 3月24日 80,460,000 88,229,520

本変更の主な理由は、効率的な老朽管
更新事業を行うため、今回の施工範囲に
隣接する市道部分の老朽管取替につい
て、追加工事として増工したことから、増
額変更するものです。
配水管敷設φ75mm　　 L＝8.0m
配水管敷設φ100mm 　L＝21.4m
配水管敷設φ150mm 　L＝525.2m
配水管敷設φ200mm 　L＝189.6m
仕切弁設置φ75～φ150　19基
消火栓設置（地下式単口）φ75　6基
給水連絡φ13～φ50mm　29箇所
舗装本復旧　一式
既設管撤去工　一式

690 通学路安全対策工事No.1 箕面市森町南1丁目地内 土木工事
階段柵基礎工　１式
階段柵設置工　１式

（株）滝井土木 平成28年 7月 6日 平成28年10月12日 4,082,400 4,337,280

本変更は、階段柵を取付けるボルトが露
出した形状であり、児童等の歩行者に対
し、指を突いたりする事で危険となるた
め、安全確保のためボルトの保護カバー
を設置しました。その事により設計内容
に変更が生じ、変更契約を行うもので
す。

691 かやの中央駐車場解体工事 箕面市西宿地内 建築工事

・駐車場解体工事
・コア棟解体工事
・交通広場解体工事

西川建設（株） 平成28年 7月14日 平成28年12月 2日 94,867,200 96,029,280

①道路管理者、近隣商業店舗関係者等
との協議による仮囲い等の共通仮設物
の変更。
②近隣商業店舗関係者等との協議によ
る、防音、防塵対策実施に伴う養生物の
増設。
③地中残存物の撤去処分及び埋戻しの
実施。
④かやのさんぺい橋EVの非常用通信線
工事。
⑤解体工事に伴い撤去したタクシー乗場
の設置。

780 西小学校給食室床改修工事 箕面市新稲地内 機械設備及び施設工事
・土間タイル撤去工事
・塗り床工事
・その他付帯工事一式

北谷建設（株） 平成28年 7月28日 平成28年 9月15日 7,214,400 7,419,600 土間改修範囲が増加したため

979
平成２８年度公共下水道（桜井排水区
長寿命化）管路更生工事その1

箕面市半町４丁目地内他 土木工事 φ２５０　Ｌ＝３４６．　２ｍ　Ｌ’＝３３０．３５ｍ （株）津賀建設 平成28年 9月 9日 平成29年 2月28日 36,396,000 36,351,720

本変更は、事前のカメラ調査の結果、路
線番号３７９３，２１１１において、管の曲り
が大きく更生管内部にしわが出来る可能
性がある等、更新方法について再検討す
る必要があり中止にしたこと、及び警察
協議により、交通誘導員の増員、昼間施
行を夜間工事に変更した路線があること
による変更の結果、減額となるものです。
φ２５０　Ｌ＝346.2ｍ　Ｌ’＝330.35ｍ

980
平成２８年度公共下水道（桜井排水区
長寿命化）管路更生工事その2

箕面市牧落２丁目地内　他 土木工事 φ250　L=167.25m　L｀=158.05m （株）三原組 平成28年 9月 9日 平成29年 2月28日 15,552,000 17,596,440

本変更は、管更生施工前のカメラ調査の
結果、モルタル除去等前処理が増工と
なったこと及び警察協議により、交通誘
導員を増員したことにより増額変更となる
ものです。
φ250 L=166.92ｍ　L`=157.77ｍ
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1015 通学路安全対策工事No.2 箕面市全域 土木工事

道路改良工事　１式
　舗装工　１式
　舗装復旧工　１式
　排水構造物工　１式
　防止柵工　１式
　標識工　１式
　区画線工　１式
　構造物取壊し工　１式

（株）滝井土木 平成28年 9月21日 平成29年 2月28日 5,356,800 9,920,880

本変更は、危険箇所・問題箇所点検活動
により発見された危険箇所等について、
各関係機関及び地元住民等との協議や
詳細調査を行った結果、対策内容の追
加や対策箇所の増加に伴い、設計や数
量に変更が生じたため、変更契約を行う
ものです。

1105
桜井石橋線（他）道路改良工事（その
１）

箕面市桜井２丁目地内 土木工事

道路改良　　　　　　１式
　道路土工　　　　　１式
　擁壁工　　　　　　１式
　排水構造物工　　　１式
　舗装工　　　　　　１式
　縁石工　　　　　　１式
　防護柵工　　　　　１式
　道路付属施設工　　１式
　構造物撤去工　　　１式
　付帯工　　　　　　１式
　道路植栽工　　　　１式
　汚水工　　　　　　１式
　上水工　　　　　　１式

（株）仲野商店 平成28年10月19日 平成29年 3月16日 33,696,000 45,034,920

駅前広場をオープンスペースとして地域
のイベントにも活用できる施設を追加施
工したことにより、増工が生じ変更契約を
行うものです。

1105
桜井石橋線（他）道路改良工事（その
２）

箕面市桜井２丁目地内 土木工事

道路改良　　　　１式
　汚水工　　　　１式
　水道開削　　　１式
　上水道工　　　１式

（株）仲野商店 平成28年10月19日 平成29年 3月16日 4,320,000 3,854,520

隣接事業である区画整理工事において、
土が不足していたことで当工事の現場発
生土を流用したことのより、減工が生じ契
約変更を行うものです。

1114
北大阪急行線延伸の特殊街路部整
備工事に伴う樹木移植等工事

箕面市船場東三丁目から西宿一丁目地内 造園工事

移植工
　高木移植工　15本
　中木移植工　5本
伐採工
　高木伐採工　245本
　中木伐採工　10本
　低木伐採工　1,497m2

中西園芸　本店 平成28年10月25日 平成29年 3月10日 10,800,000 13,664,160

　現場着手にあたり、事前調査を実施し
た結果、樹木の種別及び数量が変更と
なった。また、千里川左岸迂回路を民地
内に設置する必要が生じたため、民地内
における樹木の移植工及び伐採工等が
増嵩となり、全体として増額変更となるも
のである。

1130 ライフプラザ外壁タイル改修工事 箕面市萱野地内 建築工事 外壁タイル改修　　　　　一式 武田建設（株） 平成28年10月21日 平成29年 3月10日 2,905,200 3,360,960

外壁タイル施工前調査により外壁タイル
の浮き面積が想定（当初設計）よりも大き
ことがわかったため、施工面積が広くな
る。
浮き改修（アンカービニング１６穴）
８０．４㎡　→　１２６．０㎡

1172 石丸１丁目１１先汚水管渠築造工事 箕面市石丸１丁目地内他 土木工事
管渠築造工
　φ２００　Ｌ＝１８．８５ｍ　L”＝１７．５０ｍ

(株)ケーズコント
ラクト

平成28年11月 2日 平成29年 1月31日 2,527,200 2,867,400

本変更は、
　・大阪ガス（株）と協議の結果、試験堀
の箇所を追加、敷設ルートの変更を行っ
たこと。
　・旧タイプの人孔蓋の取替を追加したこ
と。
　・警察と協議の結果、交通整理員の変
更を行ったこと。
などにより、増額変更となるものです。
管渠築造工
φ２００　Ｌ＝１５．９０ｍ　L”＝１４．５５ｍ
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1186
箕面高区・箕面中区水系配水幹線敷
設工事（２８）

箕面市　箕面１丁目　地内 土木工事

配水管敷設φ75mm　   L＝1.5m
配水管敷設φ100mm 　L＝0.4m
配水管敷設φ150mm 　L＝1.6m
配水管敷設φ300mm 　L＝324.2m
仕切弁設置φ75～φ300　８基
舗装本復旧　一式

（株）今木組 平成28年11月 8日 平成29年 3月10日 42,876,000 43,121,160

本工事は配水管線の整備を行い配水機
能の強化を図るものです。本変更は、勾
配のある地形を考慮し、配水幹線の空気
溜まりを排出する空気弁を2基を設置しま
した。また、仕切弁φ300mm2基は次年
度以降の計画にて設置箇所を再検討し
ているため中止しています。上記の変更
等により、増額変更を行います。
配水管敷設φ300mm 　L＝324.1m
仕切弁設置φ75～φ300　4基
空気弁設置φ75　　　　２基
舗装本復旧　一式

1194
平成２８年度公共下水道（地震対策）
管路更生工事その１

箕面市百楽荘２丁目他地内 土木工事
○管きょ更生工(自立)
　φ250　L=552.27m　L｀=534.27m
　φ350　L=  5.15m　L｀=  4.25m

（株）石川工業 平成28年11月 8日 平成29年 3月24日 45,090,000 51,561,360

当初、全スパン（２１スパン）を昼間施工と
していましたが、国道の道路管理者、及
び、箕面警察との協議により、５スパンを
夜間施工に変更するものです。また、早
急に施工する必要がある１スパンを追加
施工することにより、増額変更になるもの
です。
 ○管きょ更生工(自立)
φ250  L=598.02m　L｀=579.12m
φ350　L=  5.15m　L｀=  4.25m

1195
平成２８年度公共下水道（地震対策）
管路更生工事その２

箕面市萱野３丁目他地内 土木工事

○管渠更生工(自立)
　φ200　L=3.90m　L｀= 3.00m
　φ250　L=167.67m　L｀=160.62m
　φ300　L= 96.78m　L｀= 90.25m
　φ350　L=199.54m　L｀=189.09m

上田良建設（株） 平成28年11月 8日 平成29年 3月24日 47,304,000 53,843,400

当初、全路線（２７路線）を昼間施工とし
ていたが、警察との協議により４路線を
夜間施工に変更すること、また、交通規
制の関係で施工を先送りした２路線の代
替として、他地区の３路線を施工すること
となった結果、施工延長等が増加するこ
とにより、工事費の増額変更を行うもので
す。
○管渠更生工(自立)
　φ200　L=3.90m　L｀= 3.00m
　φ250　L=238.55m　L｀=228.80m
　φ300　L= 71.97m　L｀= 67.39m
　φ350　L=199.54m　L｀=189.09m

1230
平成２８年度公共下水道（地震対策）
管路更生工事その３

箕面市小野原東１丁目他地内 土木工事

○管渠更生工(自立)
　φ400　L= 15.32m　L｀= 14.42m
　φ500　L=227.88m　L｀=218.83m

（株）江川組 平成28年11月16日 平成29年 3月24日 45,543,600 50,055,840

当初、全スパン（８スパン）を昼間施工と
していましたが、施工前調査の結果、汚
水流量が多く水替工が出来ないため、４
スパンを夜間施工に変更するものです。
また、車両通行確保のために道路を開削
して、地中排水管として水替工を行う付
帯工事が発生したため、増額変更になる
ものです。
○管渠更生工(自立)
φ400  L= 15.32m　L｀= 14.42m
φ500　L=227.88m　L｀=218.83m
付帯工事
仮排水　塩ビ　φ300㎜、開削工
深さ500㎜、延長3.0ｍ＋6.0ｍ

1234
桜井石橋線（他）道路改良工事（その
３）

箕面市桜井２丁目地内 電気設備工事
道路土工　　　　１式
照明施設工　　　１式

森本電気工事
（株）

平成28年11月17日 平成29年 3月16日 8,748,000 9,159,480

駅前広場の一体的な景観の形成として、
舗装材に統一感を与えるため、電気ハン
ドホールの蓋を鉄製から舗装材と同様の
材料を使用できる蓋に変更したことによ
り、増工が生じ変更契約を行うものです。
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1235 自転車利用環境整備工事No.1 箕面市内（市道　牧落公園線　他） ほ装工事

舗装工　　　　一式
付帯工　　　　一式
区画線工　　　一式
構造物撤去工　一式

東西道路（株） 平成28年11月17日 平成29年 3月24日 10,908,000 11,969,640

本変更は、関係機関や地元住民等と最
終の整備内容について協議を重ねた結
果、舗装修繕が当初の予定よりも増工と
なり、それに伴って契約金額を増額する
ものです。

1236 自転車利用環境整備工事No.2 箕面市内（市道　小野原中村線　他） ほ装工事

舗装工　　　　一式
付帯工　　　　一式
区画線工　　　一式
構造物撤去工　一式

イケモトコーポ
レーション（株）

平成28年11月17日 平成29年 3月10日 15,346,800 17,202,240

本変更は、関係機関や地元住民等と最
終の整備内容について協議を重ねた結
果、カラー舗装が当初の予定よりも増工
となり、それに伴って契約金額を増額す
るものです。

1237 自転車利用環境整備工事No.3 箕面市内（市道千里2号線他） ほ装工事
舗装工　　一式
区画線工　一式

三和産業(株) 平成28年11月17日 平成29年 3月10日 13,014,000 22,172,400

本変更は、関係機関や地元住民等と最
終の整備内容について協議を重ねた結
果、カラー舗装が当初の予定よりも増工
となり、それに伴って契約金額を増額す
るものです。

1266
平成２８年度公共下水道（地震対策）
管路更生工事その４

箕面市百楽荘３丁目他地内 土木工事

○管きょ更生工(自立)
　φ250　L=106.44m　L｀=102.84m
  φ300　L= 52.63m　L｀= 50.83m
　φ450　L= 49.48m　L｀= 46.38m

鳥井建設（株） 平成28年11月22日 平成29年 3月24日 22,053,600 26,310,960

本変更は、早急に施工する必要がある１
スパンを追加施工すること及び警察協議
により、交通誘導員を増員したこと、夜間
施工に変更した路線があることにより増
額変更となるものです。
○管きょ更生工(自立)
　φ250　L=106.44m　L｀=102.84m
  φ300　L= 52.63m　L｀= 50.83m
　φ450　L= 63.75m　L｀= 59.95m

1292 第二総合運動場施設改修工事 箕面市外院１丁目地内 土木工事
第二総合運動場施設改修工事一式（床・ト
イレ）

城下工務店（有） 平成28年12月 6日 平成29年 3月10日 15,822,000 16,171,920
第二総合運動場体育館便所において、
壁給水管から漏水が確認されたため、給
排水管の取替を行う必要がある。

1310
市内下水道施設人孔蓋取替工事（そ
の２）

箕面市箕面６丁目他地内 土木工事

人孔蓋取替工（汚水）　６９箇所
人孔蓋取替工（雨水）　２９箇所
舗装工　　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　　一式

（有）ケイエスティ
コーポレーション

平成28年12月 7日 平成29年 3月24日 23,976,000 24,192,000

本変更は、不具合が生じている人孔蓋の
人孔蓋取替工を増工し、予定金額を増額
するものです。
人孔蓋取替工（汚水）
変更前　６９箇所
変更後　７５箇所

1313 本庁舎本館受電設備改修工事 箕面市西小路地内 電気設備工事 高圧受電機器取替工事　　一式 三福電設（株） 平成28年12月 7日 平成29年 2月28日 5,508,000 5,936,760

当初予定していた断路機が、現行基準で
相間・側面バリアを取り付けると既設盤
に取り付けることが出来ないことから、既
設盤にサイズの合う三相単投型手動投
入装置付きに変更する。
　また、真空遮断器の制御用コンデン
サー引き外し電源装置について、真空遮
断器の製造メーカーから動作保証ができ
ないと指摘されたことから、確実に動作す
るよう追加で取り替える。

1347 通学路安全対策工事No.3 箕面市小野原西4丁目地内他 土木工事

道路改良　　　　　１式
　道路土工　　　　１式
　舗装工　　　　　１式
　防護柵工　　　　１式
　道路植栽工　　　１式
　除草工　　　　　１式
　構造物撤去工　　１式
　仮設工　　　　　１式

山村組 平成28年12月16日 平成29年 3月22日 18,500,400 21,690,720
本変更は、地元関係者との協議の結果、
施工箇所や延長を変更した事で増工が
生じ、変更契約を行うものです。

1364 公園防犯カメラ設置工事（その１） 箕面市瀬川、半町、桜ヶ丘他７地内 電気設備工事 防犯カメラ設置工事　一式 松谷電気（株） 平成28年12月20日 平成29年 3月17日 20,520,000 22,890,000
防犯カメラ設置台数増減、配線引き替え
工事追加のため

1365 公園防犯カメラ設置工事（その２） 箕面市稲、坊島、萱野他６地内 電気設備工事 防犯カメラ設置工事　一式 （株）宮野電気 平成28年12月20日 平成29年 3月17日 22,032,000 22,632,000
防犯カメラ設置台数増減、配線引き替え
工事追加のため

1366 公園防犯カメラ設置工事（その３） 箕面市今宮、粟生外院、粟生新家他５地内 電気設備工事 防犯カメラ設置工事　一式 （株）大起電工 平成28年12月20日 平成29年 3月17日 20,736,000 24,154,000
防犯カメラ設置台数増減、配線引き替え
工事追加のため
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1430 芦原公園魚釣場撤去工事 箕面市箕面5丁目地内 その他工事 芦原公園魚釣場撤去工事　　一式 (株)ユウカ 平成29年 1月16日 平成29年 3月13日 2,894,400 3,687,120

本変更は、芦原公園釣場撤去工事に合
わせバイク・自転車撤去処分及び釣禁止
看板、オイルフェンス、鉄製柵設置を追
加施工するものです。

1440
第二総合運動場テニスコート改修工
事

箕面市外院地内 その他設備工事 テニスコート人工芝全面張り替え工事 （株）タイキ 平成29年 1月18日 平成29年 3月24日 16,243,200 17,487,360

人工芝下地のアスファルトを植物の根等
が押し上げてコート内に不陸を生じさせ
ていた範囲が想定より広かったため、不
陸部分のアスファルトの撤去を行い、部
分舗装を行う必要がある。

1441 箕面西公園給水管更新工事 箕面市桜２丁目地内（箕面西公園） 管設備工事 上水道工事　１式
エースイ設備
（株）

平成29年 1月19日 平成29年 2月10日 2,073,600 1,338,120

　本工事は箕面西公園における給水管
の老朽化に伴い漏水していることから、
給水管の更新を行い公園施設の適正利
用を図るものです。
　当初、既設埋設管径と同様のものを使
用する予定でしたが、現地調査を行った
ところ想定してた管径よりも小さい径で
あったため、水道工務室との協議により
管径を変更しました。また、工事範囲内
に更衣室への給水ルートも存在していな
かったため未実施としました。併せて上
記変更により工事期間が短縮されたこと
による交通誘導員の減少が生じました。

1445 外院南住宅街路樹植替工事 箕面市粟生新家　地内 土木工事
道路土工　　一式
縁石工　　　一式
道路植栽工　一式

関西緑地開発
（株）　本店

平成29年 1月20日 平成29年 3月24日 2,808,000 3,300,480

近隣住民との調整の結果を受けて、既存
街路樹の根株撤去並びに既存植樹桝装
飾材の再設置が新たに必要になったこと
等により増工が生じた為、今般、増額変
更をするものです。

1475
北芝住宅集会場バリアフリー等改修
工事

箕面市萱野地内 建築工事
・内部改修（バリアフリー化）工事　　一式
・内部改修に伴う電気設備工事　　　　一式
・内部改修に伴う機械設備工事　　　　一式

北摂瓦斯（株） 平成29年 2月 6日 平成29年 3月22日 5,702,400 5,955,120

　集会場を利用する利用者組合等から流
し台付きセンターテーブルの設置要望が
出されたことから、本工事で設置すること
になった。
　また、天井仕上げの一部変更し、調理
を行わない新洋室１５帖については石膏
ボードに変更するとともに、突付仕上げ
から目透かし仕上げに変更することに
なった。
　さらに、工事施工場所に隣接した駐車
場を借りることが出来たことから、市道上
に駐車して搬出入する必要がなくなった
ことから、交通誘導員については配備日
数を減らすよう変更することになった。

1506 公園施設補修工事 箕面市箕面地内他 土木工事

排水整備工事（やなぎぶち公園）　１式
フェンス設置工事（如意谷北公園）１式
園路整備工事（箕面西公園工事）　１式
遊歩道整備工事（聖天山緑地）　　１式

(株)ハルマ 平成29年 2月10日 平成29年 3月30日 6,771,600 9,700,560

地元協議を行うなかで当初見込んでいた
内容の変更が生じたため。やなぎぶち公
園
　U字溝180形→U字溝240形
箕面西公園
　排水施設清掃工の追加
聖天山緑地
　横断側溝U字溝240形追加L=2.4m
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1642
箕面市急傾斜地崩壊対策工事(平和
台北西)

箕面市箕面八丁目地内 土木工事

砂防土工　　　　　　　　　  1式
法面整形工　　　　　　　 　1式
擁壁工　　　　　　　　　    　1式
落石防護工　　　　　　　 　1式
現場打水路工　　　　　　　1式
法面工　　　　　　　　　　   1式
コンクリートブロック積工　1式
構造物取壊し工　　　　　　1式
舗装版取壊し工　　　　　　1式
立入防止柵撤去工　　　　1式
付帯道路工　　　　　　　　1式
仮設工　　　　　　　　　  　1式
防護施設工　　　　　　　　1式

（株）津賀建設 平成29年 3月13日 平成30年 3月 9日 48,384,000 52,463,160

当該地区は、箕面八丁目教学の森敷地
内に位置し、家屋が近接している状況か
らも工事施工に際して、騒音や振動が生
じる工事に対して近隣住民の方のご理
解、ご協力が必要不可欠となる。
その様な状況から、掘削地盤下部に硬岩
質地盤の存在は認識していたものの、掘
削時の騒音・振動を軽減させるための掘
削工法を、通常の重機掘削から静的破
砕剤工法に変更する。また、地元自治会
ならびに近隣住民の意向により、工事着
工前、施工後で家屋調査を行うことにより
工事による影響の有無を定量的に判定
することとした。
さらに、本体上部で平成９年に設置され
ていた法枠工下部における空隙を解消
するため、コンクリート吹付面積を当初設
計から変更し、法枠下部まで覆う変更と
する。

1643
北大阪急行線延伸の特殊街路部整
備工事に伴う水管橋移設工事

箕面市西宿一丁目地内 土木工事

管きょ工（開削）　流入管φ300mm
L=111.49m
管きょ工（開削）　流出管φ300mm
L=42.99m
マンホール工　組立１号マンホール設置
9箇所
付帯工　桝築造　3箇所
付帯工　桝撤去　2箇所
管布設工　圧送管φ100mm　L=28.47m
付帯工　仕切弁筺撤去復旧　2箇所
水管橋新設工　流入管NCPφ300mm
L=23.75m
水管橋新設工　流出管NCPφ300mm
L=24.40m
水管橋新設工　圧送管SUSφ125mm
L=13.80m
付帯工　操作桝築造　1箇所
付帯工　水管橋撤去NCPφ300mm・SUSφ
125mm　33.15m

鳥井建設（株） 平成29年 3月13日 平成29年 9月29日 36,288,000 38,480,400

本工事は北大阪急行線延伸の特殊街路
部整備工事に伴い水管橋移設工事を行
うものであるが、管きょ工（開削）の一部
において、掘削範囲内に支障物があるこ
とから、撤去・処分を変更すること、水管
橋を管理する水利組合との協議結果によ
り桝蓋、仕切弁室の形状変更が生じたこ
と、また、所轄警察署及び公園管理者と
の協議により交通誘導警備員の配置条
件に変更があったため、契約金額を変更
する。


