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401
中央生涯学習センター自動火災報知及び業務放
送設備改修工事

箕面市箕面地内
機械設備及び
施設工事

直接工事
   自動火災報知設備工事
   業務用放送設備工事
共通仮設　一式
現場管理　一式
一般管理　一式

森本電気工事(株) 平成26年6月6日 平成26年9月30日 6,912,000 9,526,680

施工中において、本改修工事を実施する機器と連携している非常放送設備に
不具合が生じていることが確認されたため。
直接工事　自動火災報知設備工事
　　　　　    業務用放送設備工事
　　　　　    非常放送設備改修工事　※追加
共通仮設　一式
現場管理　一式
一般管理　一式

445 道路舗装補修工事（滝道）
箕面市箕面１丁目地
内

ほ装工事 舗装工　一式 昭和建設(株) 平成26年6月17日 平成26年10月31日 14,688,000 19,189,440

１．当初部分的箇所で舗装を予定しておりましたが、地元要望と観光地である
ことも含め検討した結果、全面施工にしたこと。
２．地元要望での骨材飛散対策を勘案し、強度耐久面から表層材を池田土木
所管の滝道で実績のある、改質Ⅰ型から改質Ⅱ型自然色密粒度アスコンへ
変更したこと。
３．地元から昼夜間の連続作業の同意も得られ、工期の短縮も図れることか
ら、舗装取壊と上層路盤工の夜間施工を昼間施工へ変更したこと。
舗装　一式
A=869.3㎡

470 猪名川流域下水道余野川幹線人孔蓋取替工事
箕面市下止々呂美地
内

土木工事
 親子蓋取替工事（汚水）　Φ１２０
 ０／Φ６００　Ｔ－２５　１箇所
舗装工

箕面土建 平成26年6月25日 平成26年10月31日 1,442,880 1,427,760

　舗装本復旧において道路管理者（大阪府池田土木事務所）と立会のもと舗
装面積の縮小及び出来高による精算を行うものです

 親子蓋取替工　汚水　Φ１２００／Φ６００　Ｔ－２５　１箇所
舗装工　１式

534 牧落自転車駐車場外壁等改修工事 箕面市桜地内 建築工事
・外壁改修工事（塗装、コーキン
グ）　一式
・庇防水改修工事　一式

(株)中井鉄筋建設 平成26年7月9日 平成26年9月12日 3,942,000 4,315,680

　防水仕上材を撤去した際、下地が腐っていたことがわかり、下地を撤去・新
設する必要が生じたため。

（追加）
・外壁パネル仮撤去、復旧　一式
・既設防水下地撤去　　　　一式
・既設防水下地新設　　　　一式

537 箕面市立病院本館非常用発電機設備改修工事 箕面市萱野地内 建築工事
非常用発電設備Ｃ点検整備　一
式

ダイハツディーゼル（株） 平成26年7月10日 平成27年2月20日 8,424,000 12,636,000

内部を一部分解して修繕を行う中で、施工中に精密な点検・測定を実施して
結果、下記の不具合が確認されたため。
①冷却水断水状態になり、発電機関が運転不能になる。
②非常時の運転中に、誤報が発報し発電機関が停止する。
③水漏れにより、発電機関が運転不能になる。
④非常時の運転中に、機械的損傷を引き起こし発電機関が停止する。
⑤内部の乳化物（水分＋油）により、発電機関が運転不能になる。

①給付冷却水ポンプ修繕を追加
②潤滑油圧力スイッチ交換を追加
③冷却水フレキホース交換を追加
④起動用空気圧縮機、基礎及び関連配管等更新
⑤起動用空気槽内部修繕
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544 小・中学校電子黒板設置工事（その１） 箕面市桜地内他 電気設備工事

1　南小学校
(1)電子黒板壁取付工事一式
(2)電子黒板スタンド設置工事一
式

2　西小学校
(1)電子黒板壁取付工事一式
(2)電子黒板スタンド設置工事一
式

3　西南小学校
(1)電子黒板壁取付工事一式
(2)電子黒板スタンド設置工事一
式
(3)既存天吊TV台撤去
(4)耐震防止金具付棚移設

4　第一中学校
(1)プロジェクター設置工事一式
(2)電子黒板スタンド設置工事一

浦津電気工事(株) 平成26年7月17日 平成26年9月12日 18,576,000 19,089,000

1　本工事で設置した電子黒板と既設空調機リモコンの位置関係から、既設空
調機リモコンが操作しにくい状況があった。その状況に対し、施設管理者より
既設空調機リモコンの位置変更の要望がなされたため。
2　既設空調機リモコン移設に時間を要するため。

西小学校の空調機リモコン２２台の移設を追加

623 南小給食室給湯設備改修工事 箕面市桜他１地内 管設備工事
南小学校の給食室用給湯ボイ
ラーの取替工事　一式 (株)増田設備 平成26年7月31日 平成26年9月30日 3,164,100 3,430,080

　給湯設備の改修にあたっては、当初、既存の供給埋没ガス管を使用し、ガス
管との接続部分のみの改修を想定していた。しかし、今回、給湯設備を現在
の貯湯型から瞬間湯沸かし型に変更するためガスの使用量が増え、供給埋
没ガス管の口径を５０Ａから８０Ａに変更しなければ、突如ガスの供給が止まる
危険性があることが判明した。以上により、供給埋没ガス管を併せて改修する
ものである。

大阪ガス（株）より、本工事のガス配管工事を実施することにあたり、当該供給
埋没ガス管も併せての改修指示があり、協議の結果実施することとする。

625 道路舗装修繕工事　No.1 箕面市箕面８丁目　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

（株）三原舗道 平成26年8月7日 平成26年10月31日 6,771,600 7,079,400

本工事において現場立会後、舗装打換え範囲等の変更が生じたため。
また、３工区において掘削時に既設アスファルト舗装下にコンクリート舗装を確
認し、設計の舗装厚を確保できない箇所が発生し、そのコンクリート舗装を撤
去したこととあわせて、路肩が崩れている等舗装施工上の問題が生じたた
め、路肩及び側溝の補修を実施したため。

・不陸整正（車道施工）　　　　　　　　　Ａ＝９５３㎡
・上層路盤（車道施工）　　　　　　　　　Ａ＝　３１㎡（追加）
・アスファルト舗装工（機械）、基層　　Ａ＝４６９㎡
・アスファルト舗装工（機械）、表層　　Ａ＝４６９㎡
・アスファルト舗装工（機械）、表層　　Ａ＝４８４㎡
・横断側溝改修工　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　　７ｍ（追加）
・路肩コンクリート工　　　　　　　　　　  Ｌ＝　１０ｍ（追加）

630 道路舗装修繕工事　No.2
箕面市船場東１丁目
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

（株）三原舗道 平成26年8月7日 平成26年10月31日 8,186,400 9,055,800

本工事において現場立会後、舗装打換え範囲等の変更が生じたため。
また、４工区において沿道自治会から主要幹線道路に至るまでの交通誘導員
の配置を要望されたため。

・不陸整正（車道施工）　　　　　　　　　Ａ＝１，７５０㎡
・アスファルト舗装工（機械）、基層　　Ａ＝　　５２４㎡
・アスファルト舗装工（機械）、表層　　Ａ＝　　５２４㎡
・アスファルト舗装工（機械）、表層　　Ａ＝１，２３０㎡
・交通誘導員Ｂ　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　２７人

631 道路舗装修繕工事　No.3
箕面市船場西１丁目
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

昭和建設(株) 平成26年8月7日 平成26年10月31日 18,846,000 25,120,800

　　不陸整正（車道施工）　　　　　　　　　  　　Ａ＝2,710㎡
　　アスファルト舗装工（機械）、基層　　　　　Ａ＝2,710㎡
　　アスファルト舗装工（機械）、表層　　　　　Ａ＝2,710㎡
　　不陸整正（車道施工）　　　　　　　  　　　　Ａ＝2,820㎡
　　アスファルト舗装工（機械）、基層　　　　　Ａ＝3,170㎡
　　上層路盤工（車道）t=45mm　　　　　　　 　Ａ＝468㎡（追加）
　　上層路盤工（車道）t=50mm　　　　 　　　　Ａ＝295㎡（追加）
　　アスファルト舗装工（機械）、表層　　　　　Ａ＝3,170㎡
　　アスファルト舗装工（機械）、表層　　　　　Ａ＝414㎡（追加）
　　アスファルト舗装工（機械）、歩道部（市単）Ａ＝24㎡（追加）
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632 汚水本管補修・止水工事
箕面市西小路３丁目
地内他

管設備工事

官きょ更正工（自立管）　　　　夜
 間　Φ３５０　Ｌ＝３６．２１ｍ　Ｌ’
＝３５．３１ｍ
官きょ止水工（部分ライニング）夜
 間　Φ３５０　５箇所
管きょ止水工（部分ライニング）昼
 間　Φ２５０　７５箇所

（株）サンダ　箕面支店 平成26年8月8日 平成26年12月10日 15,120,000 15,662,160

　本変更は、第３工区の路線で補修済箇所があり、この数量減に係る代替工
事第４工区を新規に追加しましたが、本管と取付管の接合部ずれ補修及び管
内除去や洗浄の増工がありましたので、３・４工区全体では、増額変更となり
ます。また、出来高による精算を併せて行うものです。

 官きょ更正工（自立管）　　　　夜間　Φ３５０　Ｌ＝３６．２１ｍ　Ｌ’＝３５．３１ｍ
 官きょ止水工（部分ライニング）夜間　Φ３５０　５箇所
 管きょ止水工（部分ライニング）昼間　Φ２５０　６３箇所
 管きょ止水工（部分ライニング）昼間　Φ３５０　１箇所

709 上下水道局庁舎外壁タイル面補修工事
箕面市西小路３丁目
地内

建築工事

タイル浮き部補修　　　Ａ＝　１３．
２１㎡
タイルひび割れ部補修　Ｌ＝　１
７．９０ｍ
シーリング工　　　　　Ｌ＝７５７．９
 ０ｍ
外壁清掃工　　　　　　Ａ＝６８９．７
 ６㎡
足場工　　　　　　　　Ａ＝６７３．００
㎡

北谷建設(株) 平成26年9月4日 平成26年12月1日 4,320,000 4,498,200

　本工事につきましては、外壁調査後２年が経過していることから施工範囲周
辺の状況を確認したところ
　※タイル浮き部の範囲が拡大しているため追加施工　　５．１９㎡　増
　※ひび割れは表面だけのヘアーラックのため樹脂塗布に変更
　※外壁調査対象外の庁舎北西角の円柱壁のシーリングの劣化が進んでい
るため
　　追加施工　　８９．４ｍ　増
　※庁舎西面の出窓については、シーリングの劣化が激しく雨水の侵入により
パネ
　　 ルの固定部分が脆弱な状態であるため、固定部分の補強を追加施工
以上の変更を行うものです。

タイル浮き部補修　　　Ａ＝　１８．４０㎡
タイルひび割れ部補修　　　　　　　　１式
シーリング工　　　　　Ｌ＝８４７．３０ｍ
外壁清掃工　　　　　　Ａ＝６８９．７６㎡

907
スカイアリーナ雨水排水ポンプ及び消火設備改
修工事

箕面市新稲地内 電気設備工事

雨水排水ポンプ新設
雨水排水管高圧洗浄
移動式粉末消火器加圧用ガスボ
ンベの交換

（株）池永電気商会 平成26年11月26日 平成27年2月27日 1,317,600 1,645,920

施行期間中に既設ポンプが経年劣化により故障したため、本改修工事にて設
置するポンプは非常時用であり、既設ポンプが運転できなければ機能を満た
さないため。

既設排水ポンプ×2台の更新を追加する。

957 箕面市立病院医局改修工事 箕面市萱野地内 建築工事 医局４室内改修　　一式 北大阪木材(株) 平成26年12月12日 平成27年2月27日 4,755,240 5,792,040

医局４の室内改修工事において、連続して施工することが出来なくなり、４期
に分割して施工することになったことから、仮設回数の増加、場内小運搬の発
生、仮設照明の設置・取外し等が必要となったことから変更する。

【変更前】
仮復旧を行わない・
・養生清掃等　　　　　　　　１回

【変更後】
仮復旧を行う。
・養生清掃等　　　　　　　　４回
・仮設カーペット敷設・撤去　３回
・局内物品の搬出・搬入　　　３回
・仮説証明設置・撤去　　　　 ３回


