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27
国道１７１号配水管改良工事№１（２
９）

箕面市瀬川３丁目地内ほか 土木工事

本体工事
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ７５㎜　Ｌ＝１．２ｍ
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ１００㎜　Ｌ＝４００．１
ｍ
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ１５０㎜　Ｌ＝１．２ｍ
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ２００㎜　Ｌ＝９８．６ｍ
仕切弁設置　　φ７５～１５０㎜　Ｎ＝９基
給水連絡工事　φ１３～φ４０㎜　８個所
消火栓取付工事（地下式単口）　φ７５㎜　３基

鳥井建設（株） 平成29年 4月28日 平成29年12月28日 66,290,400 72,956,160

本変更の主な理由は、工事の施工性を
上げるため半町交差点の本設を国道１７
１号配水管改良工事№２から国道１７１号
配水管改良工事№１へ変更したこと、ま
た道路占用管理者の大阪国道事務所の
指示による点字タイルの仕様変更や仮設
点字シートの設置工など舗装本復旧に伴
う付帯工の増工をしたこと現場状況に合
わせた機材の変更したことにより増額変
更するものです。
１．本管敷設工事の口径変更
変更後φ１００　L=４００.１ｍ
　　　　 φ１５０　L=　   １.２ｍ
　　　　 φ２００　L=   ９８.６ｍ
　　　　 延長合計　L=５３９.６ｍ

30
国道１７１号配水管改良工事NO.２（２
９）

箕面市半町３丁目地内ほか 土木工事

　本体工事
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ７５㎜　Ｌ＝３．２ｍ
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ１００㎜　Ｌ＝２４３．９
ｍ
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ１５０㎜　Ｌ＝２１４．５
ｍ
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ２００㎜　Ｌ＝１６３．５
ｍ
仕切弁設置　　φ７５～１５０㎜　Ｎ＝１６基
給水連絡工事　φ１３～φ５０㎜　１７個所
消火栓取付工事（地下式単口）　φ７５㎜　４基

（株）石川工業 平成29年 4月28日 平成29年12月28日 68,752,800 75,387,240

　本変更の主な理由は、国道歩道部に埋
設されている他企業管の影響で、曲管を
当初計画より多く使用したこと、また道路
占用管理者の大阪国道事務所の指示に
よる点字タイルの仕様変更や仮設点字
シートの設置工など舗装本復旧に伴う付
帯工の増工したこと、現場状況に合わせ
た機材の変更したことにより増額変更す
るものです。
１．本管敷設工事の口径変更
変更後　φ１００　L=２０８.７ｍ
　　　　 　φ１５０　L=２０９.１ｍ
　　　　　 φ２００　L=１６９.４ｍ
　　　　　延長合計　L=５８７.２ｍ
２．給水連絡工 変更後　１３箇所
３．安全対策費
４．本舗装復旧に伴う付帯工の増加

31
国道１７１号配水管改良工事№３（２
９）

箕面市桜井２丁目地内ほか 土木工事

　本体工事
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ７５㎜　Ｌ＝５．４ｍ
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ１００㎜　Ｌ＝９．７ｍ
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ２００㎜　Ｌ＝１７５．３
ｍ
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ２５０㎜　Ｌ＝３２３．０
ｍ

給水連絡工事
φ１３～２５ｍｍ　　１３箇所

仕切弁設置　　φ７５～２５０㎜　Ｎ＝１３基

消火栓取付工事（地下式単口）　φ７５㎜　４基

（株）今木組 平成29年 4月28日 平成29年12月28日 64,854,000 79,696,440

 本変更の主な理由は、工事の施工性を
上げるため牧落５交差点の本設を国道１
７１号配水管改良工事№4から国道１７１
号配水管改良工事№3へ変更したこと、
また道路占用管理者の大阪国道事務所
の指示による点字タイルの仕様変更や仮
設点字シートの設置工など舗装本復旧に
伴う付帯工の増工したこと、現場状況に
合わせた機材の変更したことにより増額
変更するものです。
１．本管敷設工事の口径変更
 変更後　φ　７５　L=　   ６.９ｍ
　　　　　　φ１００　L=　　９.１ｍ
　　　　　　φ１５０　L=　　６.８ｍ
　　　　　　φ２００　L= 1７０.３ｍ
　　　　　　φ２５０　L=３５９.４ｍ
　　　　 延長合計　L=５５２.５ｍ
２．給水連絡工　 変更後　１４箇所
３．安全対策費
４．本舗装復旧に伴う付帯工の増加
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32
国道１７１号配水管改良工事NO.４（２
９）

箕面市牧落２丁目地内ほか 土木工事

本体工事
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ７５㎜　Ｌ＝１０．４ｍ
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ１００㎜　Ｌ＝２．７ｍ
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ１５０㎜　Ｌ＝６２３．１
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ２５０㎜　Ｌ＝４３．３ｍ
配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ３００㎜　Ｌ＝１０１．８
ｍ
仕切弁設置　　φ７５～３００㎜　Ｎ＝２２基
給水連絡工事　φ１３～φ４０㎜　１７個所
消火栓取付工事（地下式単口）　φ７５㎜　４基

（株）三原組 平成29年 4月28日 平成30年 2月28日 100,332,000 106,893,000

　本変更の主な理由は、試験堀の結果地
下埋設物が錯綜していたため、当初計画
の国道歩道への本設から一部車道への
変更及び実施計画に定められた基幹管
路の整備対象路線のため、法線の変更
に伴い配水管を一部増径変更を行った。
以上のことから、増額変更するものです。

45 農業用ポンプ設置工事 箕面市稲地内 機械設備及び施設工事

農業用ポンプ設置工事　一式
　水中ポンプ　１．５ｋｗ　　２基（取水部１基、
中継部１基）
　配管ホース　　　　　　３８０ｍ

（株）宮野電気 平成29年 5月16日 平成29年 6月30日 2,376,000 2,482,920

　本変更は、工事着工前にポンプの揚水
時間や水量について稲水利組合と協議
を行った結果、当初予定より出力の大き
なポンプに規格を変更したこと等により増
工が生じたため、増額変更を行うもので
す。
農業用ポンプ設置工事　一式
水中ポンプ　５．５ｋｗ　１基
排水管　　　３８０ｍ

58 ワークセンターささゆり排気ダクト修繕 ワークセンターささゆり 電気設備工事
ワークセンターささゆり排気ダクト修繕　一
式

（有）道原電設 平成29年 5月25日 平成29年 8月15日 1,377,000 1,610,280
設計段階で確認できなかった隠蔽部の
老朽化によりダクトを改修、撤去する必
要が生じたため。

64 西南小学校北通り線他歩道整備工事 箕面市瀬川2丁目地内他 土木工事

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、標識工　1式、区画線工　1式、
構造物撤去工　1式、付帯工　1式、道路植
栽工　1式、仮設工　1式

上田良建設（株） 平成29年 5月30日 平成30年 1月31日 47,088,000 52,158,600

 本変更は、地元協議及び警察協議によ
り道路安全を確保するうえで交通管理工
が当初の予定よりも増工となったため、
契約金額を増額するものです。

73
都市計画道路萱野東西線道路改良
工事№1（西部地区）

箕面市坊島3丁目地内他 土木工事

道路土工　1式
擁壁工　1式
緑石工　1式
構造物撤去工　1式
仮設工　1式

（株）大金建設 平成29年 6月 2日 平成30年 3月20日 53,622,932 66,834,720

　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、整備内容に変更が生じ、当初予定よ
りも増工となったため、契約金額を増額
するものです。

73
都市計画道路萱野東西線道路改良
工事№2（西部地区）

箕面市坊島3丁目地内ほか 土木工事

擁壁工　1式
排水構造物工　1式
付帯工　1式
仮設工　1式

（株）大金建設 平成29年 6月 2日 平成30年 3月20日 33,101,068 41,118,840

　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、整備内容に変更が生じ、当初予定よ
りも増工となったため、契約金額を増額
するものです。

87 汚水桝等補修工事 箕面市瀬川4丁目地内 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

(株)ケーズコント
ラクト

平成29年 6月15日 平成29年10月31日 4,287,600 5,174,280

本変更は、舗装本復旧におきまして、道
路管理者と現地立会協議の結果、舗装
面積が増工となりましたので、増額の変
更を行うものです。

93 市庁舎本館２階内部改修工事 箕面市西小路地内 建築工事 ・事務室等改修工事　　一式 北谷建設（株） 平成29年 6月22日 平成29年 9月15日 20,790,000 27,774,360

・壁材変更
・床材変更
・カウンター等追加
・覚醒設備追加
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101 配水管改良工事NO.１（２９） 箕面市瀬川２丁目地内ほか 土木工事

本体工事
配水管敷設　DIP（GX形）φ　７５㎜　Ｌ＝３０
３．６ｍ
配水管敷設　DIP（GX形）φ１００㎜　Ｌ＝２４
７．０ｍ
配水管敷設　DIP（GX形）φ１５０㎜　Ｌ＝
５．３ｍ
配水管敷設　DIP（GX形）φ２００㎜　Ｌ＝３４
２．５ｍ
配水管敷設　DIP（GX形）φ２５０㎜　Ｌ＝　１
４．３ｍ
仕切弁設置　　φ７５～２５０㎜　Ｎ＝２３基
舗装本復旧　　一式
給水連絡工事　φ２０～４０㎜　　９７箇所
消火栓取付工事　地下式単口φ７５㎜　６基

（株）津賀建設 平成29年 6月28日 平成30年 3月28日 84,056,400 66,193,200

　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、施工現場は道路幅
員が狭小でかつ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、一部工事を中止したことから、DIP
φ７５ｍｍ～２５０ｍｍの延長が９１２．７
ｍから６６５．７ｍに、仕切弁φ７５ｍｍ～
φ２５０ｍｍが２３基から１５基に減工とな
り、材料費・施工費が減額となっていま
す。また、舗装本復旧も一部減工してお
り、施工費が減額となっています。
上記の変更により、減額変更を行いま
す。

102 配水管改良工事NO.２（２９） 箕面市　桜井１丁目　地内　ほか 土木工事

　本体工事
配水管敷設　DIP（GX形）φ　７５㎜　Ｌ＝１３
１．１ｍ
配水管敷設　DIP（GX形）φ１００㎜　Ｌ＝２３
５．６ｍ
配水管敷設　DIP（GX形）φ１５０㎜　Ｌ＝３８
０．７ｍ
配水管敷設　DIP（GX形）φ２００㎜　Ｌ＝
５．８ｍ
仕切弁設置　　φ７５～１５０㎜　Ｎ＝１９基
舗装本復旧　一式
給水連絡工事　　φ１３～５０㎜　　９５箇所
消火栓取付工事　地下式単口φ７５㎜　６基

谷垣建設（株） 平成29年 6月28日 平成30年 3月28日 66,960,000 64,549,440

　本変更の主な理由は、２工区の一部舗
装本復旧について、施工路線が配水管
改良工事No.１（２９）と隣接しているため、
現場状況及び合理的な施工方法を検討
し調整を行った。調整の結果、次年度に
合わせて舗装本復旧を行うため、本工事
では一部舗装の中止を行った、以上のこ
とから減額変更するものです。

119 萱野北小学校給食室床改修工事 箕面市如意谷地内 建築工事 給食調理室床改修　一式 北大阪木材（株） 平成29年 7月 7日 平成29年 8月31日 3,866,400 4,259,520
設計段階で確認できていなかった排水側
溝の老朽について、改修する必要が生じ
たため。

127
市道彩都区画41号線道路安全対策
工事

箕面市彩都粟生北2丁目地内 土木工事

道路改良1式
　道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工
1式、縁石工1式、防護柵工1式、道路付属
施設工1式、区画線工1式、構造物撤去工1
式、付帯工1式、仮設工1式

（株）白石組 平成29年 7月14日 平成30年 2月28日 26,892,000 36,403,560

本変更は、関係者等との協議により交差
点部分の安全対策向上のため区画線工
等を変更したことで増工が生じ、変更契
約を行うものです。

129
市内下水道施設人孔蓋取替工事（そ
の１）

箕面市瀬川２丁目他地内 土木工事

人孔蓋取替工（汚水）　　４９箇所（昼間）
　　　　　　　　　　　　１２箇所（夜間）
人孔蓋高さ調整（汚水）　　１箇所（昼間）
　　　舗装打換え（汚水）　１箇所（昼間）
人孔蓋取替工（雨水）　　３３箇所（昼間）
　　　　　　　　　　　　　２箇所（夜間）
舗装工　　　　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　　　　一式

（株）西川組 平成29年 7月14日 平成29年12月12日 18,792,000 22,501,800

本変更は、水道工事の施工箇所内の人
孔蓋を主に取り替える工事でしたが、水
道工事を実施しない箇所が発生したた
め、本工事の施工箇所を変更し、それに
伴い、舗装本復旧の増工が生じたため、
増額するものです。
変更後
○人孔蓋取替工
　汚水４８箇所（昼間）
　　　１２箇所（夜間）
　　　舗装打ち換え１箇所（夜間）
　雨水３０箇所（昼間）
○舗装工　一式
○付帯工　一式

146 給水管整備工事（２９） 箕面市市内一円地内 管設備工事
給水連絡工　HIVPφ１３㎜　　２０箇所
給水連絡工　HIVPφ２０㎜　　１５箇所
舗装本復旧工　　　　　　　　一式

エースイ設備
（株）

平成29年 8月 2日 平成30年 3月28日 14,936,400 13,858,560

当初設計の引替箇所３５箇所の内、所有
者等の承諾を得ることが出来ない４箇所
については引替箇所数から減じて施工し
ます。
     　　給水連絡工φ１３ｍｍ　　９箇所
　　　　給水連絡工φ２０ｍｍ　１８箇所
　　　　給水連絡工φ２５ｍｍ　　２箇所
　　　　給水連絡工φ３０ｍｍ　　１箇所
　　　　給水連絡工φ４０ｍｍ　　１箇所
　　　　舗装本復旧工　　　　　一式
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149
（仮称）彩都地域安全センター新築工
事

箕面市彩都粟生北地内 建築工事 ・建築工事　一式 ライトハウス（株） 平成29年 8月 2日 平成30年 3月20日 26,110,080 26,681,400
関係者との協議により、工事内容が変更
したため。

151
萱野小学校空調設備整備工事（その
１）

箕面市萱野地内 管設備工事
・電気設備工事　一式
・機械設備工事　一式
・建築工事　　　一式

浦津電気工事
（株）

平成29年 8月 3日 平成29年12月10日 24,408,000 26,305,560
工事中に、工事対象外のエアコンに不具
合が生じたため

156 市道箕面西小路線水路改修工事 箕面市箕面６丁目地内 土木工事

道路改良
　排水構造物工　　1式
　舗装工　　　　　1式
　道路付属施設工　1式
　仮設工　　　　　1式

(株)ハルマ 平成29年 8月 4日 平成29年11月17日 4,471,200 4,620,240

当初予定していた舗装打換範囲が増大
したこと並びに交通誘導警備員の配置箇
所が増加したことにより仮設工等の増工
が生じた為、今般、増額変更をするもの
です。

170
（仮称）彩都地域安全センター新築に
伴う機械設備工事

箕面市彩都粟生北地内 機械設備及び施設工事
・空気調和設備工事　一式
・衛生設備工事　　　一式
・ガス工事　　　　　一式

（株）増田設備 平成29年 8月 9日 平成30年 3月20日 5,616,000 6,297,480
給水引込みに伴う掘削作業と舗装作業
が増えたため。

171
（仮称）彩都地域安全センター新築に
伴う電気設備工事

箕面市彩都粟生北地内 電気設備工事 ・電気設備工事　一式
浦津電気工事
（株）

平成29年 8月 9日 平成30年 3月20日 3,337,200 3,537,000 防犯設備を追加したため。

177
第一中学校空調設備整備工事（その
１）

箕面市新稲地内 管設備工事
・電気設備工事　一式
・機械設備工事　一式
・建築工事　一式

(有)大昇通信建
設

平成29年 8月14日 平成29年12月27日 14,461,200 16,423,560 　機器改修を追加したため

178
第二中学校空調設備整備工事（その
１）

箕面市萱野地内 管設備工事
・電気設備工事　一式
・機械設備工事　一式
・建築工事　一式

松谷電気（株） 平成29年 8月14日 平成29年11月30日 24,084,000 25,527,960
設置部屋の変更により設置機器の台数
が増えたため

179
第三中学校空調設備整備工事（その
１）

箕面市瀬川地内 管設備工事
・電気設備工事　一式
・機械設備工事　一式
・建築工事　一式

攝津電機工業
（株）

平成29年 8月14日 平成29年11月30日 21,924,000 23,182,200 機器取替および改修を追加したため

181
第五中学校空調設備整備工事（その
１）

箕面市稲地内 管設備工事
・電気設備工事　一式
・機械設備工事　一式
・建築工事　一式

中井電気工事
（株）

平成29年 8月14日 平成29年12月28日 31,201,200 31,714,200
　工事期間中に工事対象外のエアコンに
不具合が生じ、機器の取替が必要となっ
たため

205
箕面高区配水池緊急遮断弁設置工
事

箕面市箕面２丁目地内 機械設備及び施設工事

緊急遮断弁（φ３００）　　　　　１台
緊急遮断弁操作盤　　　　　　　　１面
緊急遮断弁室築造工　　　　　　　１式
配管工　　　　　　　　　　　　　１式
電気設備工事　　　　　　　　　　１式
システム改造（監視制御システム）１式

（株）清水鐵工所
大阪営業所

平成29年 9月13日 平成30年 3月28日 29,768,040 29,872,800

　本工事は、箕面高区配水池において、
緊急遮断弁の設置及びそれに付随する
工事の施工を実施するものですが、緊急
遮断弁の弁室の支持地盤となる受台コン
クリートの施工は、同箇所で実施中の別
工事（「箕面高区配水地地震補強工事（２
９）」）で実施を予定しておりました。
　この受台コンクリートの施工が、受台コ
ンクリートの基礎地盤の支持力不足等の
対策に時間を要したことから工程が約
１ヶ月程度遅延しており、その影響で、本
子工事の弁室築造工事の着手が遅れる
ことが分かったため、工期の延長が必要
です。
　また、これに加え、現地の施工条件か
ら、必要なクレーンの仕様の変更、既設
配管との接続部に必要な材料の追加及
び電気配線ルートの見直しによる数量の
増減が生じています。

207 通学路安全対策工事No.1 箕面市全域 土木工事

道路改良工事　１式
　道路土工　１式
　舗装工　１式
　排水構造物工　１式
　防護柵工　１式
　標識工　１式
　区画線工　１式
　構造物撤去工　１式
　仮設工　１式

箕面土建（株） 平成29年 9月15日 平成30年 3月 9日 4,752,000 5,988,600

　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、契約金額を
増額するものです。

209 汚水本管補修・止水工事 箕面市瀬川５丁目地内他 土木工事

管渠止水工（部分ライニング）φ２５０ｍｍ　２９２
箇所
管渠止水工（部分ライニング）φ３００ｍｍ　　　４
箇所
管渠止水工（部分ライニング）φ３５０ｍｍ　　１８
箇所
管渠止水工（部分ライニング）φ６００ｍｍ　　　５

（株）石川工業 平成29年 9月19日 平成30年 3月23日 47,412,000 47,539,440

　本変更は、道路使用許可で一部区間で
夜間工事となったため変更するもので
す。また、取付管部で再調査の結果、補
修不要箇所があり、これら削除するもの
です。
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221 配水管改良工事NO.４（２９） 箕面市箕面１丁目地内ほか 土木工事

配水管敷設ＤＩＰ（ＧＸ形）φ３００ｍｍ　　Ｌ＝５１
１．１ｍ
仕切弁設置φ３００ｍｍ　　　　　　　　　　Ｎ＝
４基
空気弁設置φ７５　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝
２基
舗装本復旧　　　　　　　　　　　　　　　　一式
消火栓取付工事

（株）ケイビィイー
アキード

平成29年10月 4日 平成30年 3月28日 66,960,000 67,221,360

　本変更の主な理由は、当初昼間施工に
て予定していたφ300本管敷設におい
て、地元調整及び阪急バスなど交通機関
の影響を鑑みて、一部夜間施工に変更を
行った。また試験掘の結果、地下埋設物
が錯綜していたため、離隔確保の異形管
の増加、水路部の下越し部については、
一次取り壊し及び水路復旧工を行い下
越し施工を行った。舗装本復旧において
は、交通量が多い幹線道路であり、十分
な養生期間を確保する必要があるため
一部中止を行う。
１．本管敷設工事の変更
変更後
本管敷設φ300　L=511.2ｍ
仕切弁　 φ300　 5基
２．安全対策費
３．構造物（水路）一次撤去及び復旧工
の増工
４．舗装本復旧工　一部中止
５．昼間施工から一部夜間施工に変更

232 フェンス改修工事 箕面市坊島４丁目地内 土木工事 フェンス改修工事　１式
(株)ケーズコント
ラクト

平成29年10月17日 平成29年12月22日 1,188,000 1,245,240

当初、公園内及び道路付帯地内で作業
が完了すると見込んでいたが、関係機関
との協議により南側市道にも影響するこ
とが判明したことにより、交通誘導員を配
置する必要が生じたため。
・フェンス改修工事
（当初）L=７８ｍ→（出来高）７７．６６ｍ
・交通誘導員の追加
（当初）０人　→　（出来高）４人

249
コミュニティセンター東小会館屋根防
水改修工事

箕面市粟生間谷西１丁目地内 建築工事 屋根改修 城下工務店（有） 平成29年10月30日 平成29年12月31日 7,959,600 8,151,840 枯れ葉よけネット　取付一式　追加

250 消防本部コンプレッサー設置他工事 箕面市箕面５丁目・瀬川３丁目地内 機械設備及び施設工事
・消防本部男子、女子トイレ改修工事
・消防本部コンプレッサー設置工事
・西分署コンプレッサー室解体工事

西川建設（株） 平成29年11月 2日 平成30年 3月 9日 16,362,000 17,673,120 西分署土間設置工事

258
平成２９年度公共下水道（地震対策）
管路更生工事その１

箕面市稲３丁目他地内 土木工事

管渠更生工（自立）
φ250ｍｍ　　Ｌ＝250.97ｍ　Ｌ’＝240.92ｍ
管渠更生工（自立）
φ350ｍｍ　　Ｌ＝　　7.20ｍ　Ｌ’＝　　6.15ｍ
管渠更生工（自立）
φ400ｍｍ　　Ｌ＝　99.31ｍ　Ｌ’＝　96.61ｍ
管渠更生工（自立）
φ500ｍｍ　　Ｌ＝　52.84ｍ　Ｌ’＝　49.24ｍ

（株）三原組 平成29年11月17日 平成30年 3月23日 42,228,000 55,935,360

　　　　当初、全１９スパンを昼間施工としてい
ましたが、箕面警察との協議により２スパ
ンを夜間施工に変更するものです。ま
た、事前調査の結果により、２スパンの施
工を先送りにしますが、早急に施工する
必要がある６スパンを追加施工すること
により、施工延長が増加します、そのた
め増額変更を行うものです。

259 稲田池第２さく泉新設工事 箕面市稲１丁目地内 さく井工事

稲田池第２さく泉新設工事
　さく井工事　　　　　　１式
　揚水設備工事　　　　　１式
　電気設備工事　　　　　１式
　水源調査　　　　　　　１式
　既設さく泉埋戻工事　　１式
　既設ポンプ引揚工事　　１式
　既設ポンプ点検・整備　１式

(株)日さく　大阪
支店

平成29年11月17日 平成30年 3月27日 30,687,120 33,893,640

　本工事は稲一丁目地内の稲田池第2さ
く泉が近年、老朽化により出水が困難な
状況にあることから、新たにさく泉を整備
するものである。当初は水中ポンプ及び
電源ケーブルを流用する見込みであった
が、劣化及び摩耗が著しいことから流用
が困難なため、新設することとなった。ま
た、さく泉掘削工において堅い地盤が出
現したことから、掘削に時間を要しており
工期内竣工が困難となったため。

260
市内下水道施設人孔蓋取替工事（そ
の２）

箕面市瀬川３丁目他地内 土木工事

人孔蓋取替工（汚水）　５０箇所（昼間）
人孔蓋取替工（雨水）　２３箇所（昼間）
舗装工　　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　　一式

小畑建工（株） 平成29年11月20日 平成30年 3月23日 19,224,000 20,367,720
　道路管理室の指示により舗装復旧範囲
が増えたことにより、舗装工が増工したた
め、増額変更を行うものです。
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263
平成２９年度公共下水道（地震対策）
管路更生工事その２

箕面市小野原東２丁目他地内 土木工事

管渠更生工（自立）φ３００ｍｍ　Ｌ＝１６７．８２
ｍ　　Ｌ’＝１６０．６２ｍ
管渠更生工（自立）φ３５０ｍｍ　Ｌ＝２１６．２７
ｍ　　Ｌ’＝２０９．９７ｍ
管渠更生工（自立）φ４００ｍｍ　Ｌ＝　　９．３７
ｍ　　Ｌ’＝　　８．４７ｍ

上田良建設（株） 平成29年11月22日 平成30年 3月23日 42,768,000 55,104,840

　箕面警察との協議の結果、当初設計に
おいて昼間施工の箇所が交通量や交差
点に関わる等の要因を考慮して一部路
線を夜間施工に変更し、安全を期すため
に交通誘導員を増加します。また、早急
に施工する必要のある箇所を本工事に
追加したため、増額変更を行います。

267
仕切弁設置及び消火栓設置工事（２
９）

箕面市新稲７丁目地内ほか 土木工事

本体工事
　仕切弁設置工φ　７５ｍｍ　Ｎ＝３基
　仕切弁設置工φ１５０ｍｍ　Ｎ＝３基
　舗装本復旧　一式

消火栓取付工事
　地下式単口φ７５ｍｍ　３基
　舗装本復旧　一式

（有）三光建設 平成29年11月29日 平成30年 3月 9日 8,964,000 9,646,560

　本工事の変更の主な理由は、仕切弁設
置工事において、試験掘削を行い既設管
を調査したところ、仕切弁前後の配管が
老朽化していたため、今回工事と合わせ
て取替を行ったため、増額変更するもの
です。

271
平成２９年度公共下水道（地震対策）
管路更生工事その３

箕面市箕面６丁目他地内 土木工事
管渠の更生工事における下水道本管を複
合管により更生させる工事。 （株）江川組 平成29年12月 8日 平成30年 3月23日 32,940,000 38,652,120

　本変更は、道路使用許可申請の際に
警察と協議した結果、交通量や交差点が
関わる等の要因を考慮して一部路線を夜
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箇所を本工事で
追加施工するものです。

273 西南図書館汚水排水管改修工事 箕面市半町地内 管設備工事 汚水排水管改修工事　　一式
エースイ設備
（株）

平成29年12月11日 平成30年 3月14日 4,347,000 4,845,960
設計段階で確認できなかった排水側溝
の老朽化により改修する必要が生じたた
め。

276 西小学校教室建具改修工事 箕面市新稲地内 その他設備工事 西小学校教室建具改修工事　一式 北谷建設（株） 平成29年12月18日 平成30年 3月 2日 1,236,600 1,236,600
改修工事使用建具に製作期間を要した
ため

287
第五中学校空調設備整備工事（その
２）

箕面市稲地内 管設備工事
・電気設備工事　一式
・機械設備工事　一式
・建築工事　一式

エースイ設備
（株）

平成29年12月22日 平成30年 3月14日 48,988,800 50,236,200
既存電柱の破損による取替及びボンベ
運搬を行うためのスロープ設置を追加し
たため

297 八幡太公園整備工事 箕面市新稲３丁目地内 土木工事

八幡太公園整備工事
　整地工　　　　　１式
　遊具整備工　　　１式
　休憩施設整備工　１式
　安全施設整備工　１式
　植樹工　　　　　１式

（有）ケイエスティ
コーポレーション

平成29年12月25日 平成30年 3月 9日 16,740,000 17,513,280

　本工事は西小路地区に新たに公園を
整備するものである。当該地の排水性が
悪いことが判明したため、整地工及び遊
具整備工の増工が生じたため。また、公
園灯設置において、周辺に電柱がなく電
線引込みが困難であることから、引込み
柱を新たに設置した事による増工が生じ
たため。

302
止々呂美小学校・中学校空調設備整
備工事（その２）

箕面市森町地内 電気設備工事
・電気設備工事　一式
・機械設備工事　一式
・建築工事　　　一式

相和システム
（株）

平成29年12月26日 平成30年 3月16日 37,540,800 46,684,080 受変電設備を追加したため

303
彩都の丘小学校・中学校空調設備整
備工事（その２）

箕面市彩都粟生北地内 電気設備工事
・電気設備工事　一式
・機械設備工事　一式
・建築工事　　　一式

森本電気工事
（株）

平成29年12月26日 平成30年 3月16日 36,180,000 43,808,040 受変電設備を追加したため

308
（仮称）ライフプラザキッズコーナー他
整備工事（キッズコーナー整備工事
分）

箕面市萱野地内 建築工事
・ライフプラザの広場の整備
・遊具の設置
・噴水池の改修

北谷建設（株） 平成29年12月27日 平成30年 3月30日 40,835,880 42,197,760
新たにベンチを増設することにより請負
金額が変更されるため

313 公園遊具補修等工事（東地区） 箕面市内 土木工事 公園遊具補修等 （株）滝井土木 平成29年12月28日 平成30年 3月 9日 4,428,000 4,737,960
現地調査等の結果により、追加で遊具補
修が必要となったため、増額変更するも
のです。

314 公園遊具補修等工事（西地区） 箕面市内 土木工事 公園遊具補修等 (株)ハルマ 平成29年12月28日 平成30年 3月 9日 4,158,000 5,014,440
聖天山緑地遊歩道のコンクリート舗装工
を追加したため、増額変更するもので

325
平成２９年度公共下水道（桜井排水
区）管渠布設替工事

箕面市桜５丁目他地内 土木工事

管渠工
φ200ｍｍ　　Ｌ＝75.81ｍ　　Ｌ’＝72.21ｍ
管渠更生工（自立）
φ250ｍｍ　　Ｌ＝75.21ｍ　　Ｌ’＝71.36ｍ

明広開発（株） 平成30年 1月12日 平成30年 3月23日 15,444,000 15,783,120

　本変更は管更生施工区間の一部にお
いて浸入水が著しく多いため、当区間に
ついて補修が完了しなければ施工出来
ないので、部分補修を追加施工するもの
です。
　また、一部路線で道路使用許可条件で
夜間工事となったことにより設計変更を
行うものです。

326 粟生間谷配水池上屋解体工事 箕面市粟生間谷地内 建築工事

粟生間谷配水池上屋解体工事　一式
　　①防音シート張り（足場）　　820㎡
    ②防音パネル張り（足場）　　　-
    ③防音シート張り　　　　　　　-
　　④家屋調査

西川建設（株） 平成30年 1月12日 平成30年 3月 9日 14,040,000 17,695,800

防音、粉塵対策を追加したため。
　　①防音シート張り（足場）　　  -
    ②防音パネル張り（足場）　　820㎡
    ③防音シート張り　　　　　　230㎡
　　④家屋調査　　　　　　　　　  1式
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327 市庁舎本館１階ロビー他改修工事 箕面市西小路地内 建築工事
・本館１階市民ロビー改修工事
・本館屋上房水改修工事
・本館３階東側便所改修工事

さくら建設（株） 平成30年 1月12日 平成30年 3月30日 67,716,000 84,999,240

また、協議の結果、工事内容が変更した
ため、増額変更を行う。
・１階ロビー　備品関係　一式
・１階ロビー　店舗用電源工事　一式
・１階ロビー　空調設備工事　一式
・３階議会図書室　改修工事　一式

333 水害防止対策工事No.1 箕面市西小路地内他 土木工事

道路改良
　道路土工　　　　　　　1式
　構造物撤去工　　　　　1式
　排水構造物工　　　　　1式
　舗装工　　　　　　　　1式
　土留工　　　　　　　　1式
　仮設工　　　　　　　　1式

(株)ユウカ 平成30年 1月17日 平成30年 3月16日 6,102,000 5,376,240

　本変更は、水害防止対策工事において
当初予定していた施工箇所が施工不要
となったこと並びに施工箇所の位置が変
更したことにより排水構造物工等の減工
が生じたため、今般、減額変更をするも
のです。

338 通学路安全対策工事№2 箕面市外院一丁目地内 土木工事

道路改良
　道路土工　　　１式
　舗装工　　　　１式
　縁石工　　　　１式
　防護柵工　　　１式
　区画線工　　　１式
　構造物撤去工　１式
　仮設工　　　　１式

（株）三大建設 平成30年 1月19日 平成30年 3月 9日 2,160,000 2,110,320

本変更は、施工方法について、各関係機
関と協議等を行った結果、当初より経済
的な施工方法に変更したことに伴い、設
計や数量に変更が生じたため、契約金額
を減額するものです。

358
都市計画道路萱野東西線道路改良
工事№3(西部地区)

箕面市坊島2丁目地内 土木工事

　道路土工　　　１式
　擁壁工　　　　１式
　舗装工　　　　１式
　排水構造物工　１式
　構造物撤去工　１式
　仮設工　　　　１式

直進土木工業
(株)

平成30年 1月30日 平成30年 3月20日 3,132,000 4,324,320

本変更は、施工内容について、各関係機
関と協議等を行った結果、当初より防護
柵工や構造物撤去工等が増工となった
ため、契約金額を増額するものです。

372 武道館女子シャワー室等改修工事 箕面市新稲地内 建築工事
第一総合運動場武道館
・女子シャワー室改修
・剣道室床面改修

北摂瓦斯（株） 平成30年 2月13日 平成30年 3月20日 5,238,000 4,924,800
シャワー室の増設にあたり、当初は給湯
器の新設予定であったが、既設給湯器が
使用可能であったため。

386 箕面市立郷土資料館改修工事 箕面市箕面地内 建築工事
館内改修工事　1式
階段室照明設備改修工事　1式

城下工務店（有） 平成30年 2月22日 平成30年 3月20日 6,588,000 7,652,880

関係者との調整によって内部仕上げ、照
明設備を追加したため。
調光付電灯設備の設置及び照度調整エ
リアを設けたことによる増嵩。
木製間仕切り等を設けたことによる増
嵩。


