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60 給水管整備工事（R2） 箕面市市内一円 管設備工事

給水連絡　
HIVP１３㎜　３０カ所　　
HIVP２０㎜　２２カ所　
舗装本復旧一式

（株）三原工業 令和  2年 6月 9日 令和  3年 3月 5日 14,575,000 5,749,700

当初52箇所の給水管設備工事を予定してい
たが、対象箇所の給水管使用者から施工に
ついての辞退や、対象箇所の給水管使用者
と連絡が取れなかった等の理由により、当初
予定していた箇所数の施工が困難となり、施
工箇所が減少したため。
〈変更後工事概要〉
給水連絡　
HIVP１３㎜　８カ所　　
HIVP２０㎜　８カ所　
HIVP２５㎜　３カ所　　
HIVP３０㎜　１カ所　
舗装本復旧一式

79 下水道施設人孔蓋取替工事その１ 箕面市桜２丁目他地内 土木工事
人孔蓋取替工（汚水）５４箇所
人孔蓋取替工（雨水）２５箇所
舗装工　一式

（株）江坂資材 令和  2年 6月22日 令和  2年11月27日 16,816,800 20,707,500

〈変更後工事概要〉
人孔蓋取替工（汚水）５７箇所
人孔蓋取替工（雨水）２６箇所
舗装工　一式
付帯工　一式

102 下水道管渠更生工事その２ 箕面市船場西２丁目他地内 土木工事
管渠更生工　径２００㎜　L=310.86m　　
管渠更生工　径２５０㎜　L=632.93m
管渠更生工　径３００㎜　L=106.78m

鳥井建設（株） 令和  2年 6月29日 令和  3年 1月29日 90,585,000 96,388,600

一部路線において、テレビカメラ調査の結
果、部分的に開削にて修繕する箇所が新た
に４箇所発生し、増工したため。
　また、警察協議の結果、一部路線を夜間施
行に変更し、交通誘導員を増員したため。
〈変更後工事概要〉
Φ200mm L=324.23m
Φ250mm L=604.83m
Φ300mm L=125.17m
管渠工　一式

103 下水道管渠更生工事その３ 箕面市粟生外院１丁目他地内 土木工事

管渠更生工　　
Φ250　L=847.21m　L’=815.71m
Φ300　L=256.81m　L’=248.71m

（株）ケイビィイーアキード 令和  2年 6月29日 令和  3年 1月29日 99,418,000 100,486,100

道路使用許可申請の際に箕面警察と協議し
た結果、通行止め等で、交通を円滑にするた
めに交通誘導員を増員したため。
〈変更後工事概要〉
管渠更生工（汚水・自立）
Φ250　L=846.89m　L’=815.39m
Φ300　L=257.08m　L’=248.98m

136
都市計画道路芝如意谷線道路改良
工事No.4

箕面市萱野１丁目地内他 土木工事

道路土工　　　　　 １式
地盤改良工　　　　１式
擁壁工　　　  　　　１式
排水構造物工　　 １式
構造物撤去工　 　１式
仮設工　　　　　　  １式
除草工　　　　　　  １式
交通管理工　　　　１式

（株）江川組 令和  2年 7月20日 令和  3年 3月10日 40,205,000 49,569,300

地権者および水利組合との協議の結果、重
力式擁壁、用水路などを当初より追加したた
め。
〈変更後工事概要〉
道路土工　　　　　　１式
地盤改良工（　７０㎏／㎥）　１式
地盤改良工（１５０㎏／㎥）　１式
擁壁工　　　　　　　 １式
場所打ち擁壁工　　１式
排水構造物工　　　１式
構造物撤去工　　　１式
仮設工　　　　　　　　１式
除草工　　　　　　　　１式
交通管理工　　　　　１式

令和２年度契約変更一覧表
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145
仕切弁設置及び消火栓設置工事
（R2）

箕面市市内一円 土木工事

仕切弁設置　径１５０㎜　６基　　
仕切弁設置　径１００㎜　１基　　
消火栓設置径７５㎜　３基
舗装本復旧一式

小畑建工（株） 令和  2年 8月 3日 令和  3年 1月29日 9,394,000 8,735,100

当初予定していた仕切弁について、断水施行
を行うにあたり支障となる店舗と断水交渉を
行ったが合意を得られなかったこと等から仕
切弁の設置を一部中止したため。
〈変更後工事概要〉
仕切弁設置　径１５０㎜　５基　　
仕切弁設置　径１００㎜　１基　　
消火栓設置径７５㎜　３基
舗装本復旧一式

148 舗装補修工事No.1(R2) 箕面市箕面１丁目地内 ほ装工事 舗装打換え工　　　　一式 東西道路（株） 令和  2年 8月 7日 令和  2年 9月30日 12,738,000 13,072,400

舗装打換え工の施工面積が減少したことによ
る減工と舗装厚が当初予定より厚く、アスファ
ルト殻の処分量が増えたことや、その殻の夜
間処分単価についても処分場の受入れ価格
が当初予定より大幅に高かったことから実績
額に合わせたため。また、地元調整のための
ガードマンの増員などの変更をあわせて行っ
たため。

166 配水管改良工事No.3（R２） 箕面市新稲７丁目地内 土木工事

配水管敷設φ７５㎜　　　　６３９．２ｍ
仕切弁設置φ７５㎜　　　　　　１７基
給水連絡φ１３㎜～２５㎜　　６０箇所
舗装本復旧　　　　　　　　　　　　一式　

（株）西川組 令和  2年 8月25日 令和  3年 2月26日 49,610,000 60,374,600

他企業埋設管等の箇所を調査するために試
験堀を行った結果、当該施行区間と近接して
いる箇所で水道管の著しい老朽化が判明し、
対象箇所を本工事にて増工したため。
〈変更後工事概要〉
配水管敷設φ　７５㎜　　　８１４．６ｍ
配水管敷設φ１００㎜　　　　　９．６ｍ
配水管敷設Ｋ形φ７５㎜　　　 ２．３ｍ
配水管敷設HIVPφ５０㎜　　　１．６ｍ
仕切弁設置φ７５㎜　　　　　　　１９基
給水連絡φ１３㎜～２５㎜　　７８箇所
舗装本復旧　　　　　　　　　　　　一式　

183 箕面市水防カメラ装置設置工事 箕面市　箕面他　地内 電気設備工事
水防カメラ装置設置　８箇所
画像設定調整　一式

（株）池永電気商会 令和  2年 8月28日 令和  2年11月16日 5,610,000 6,002,700

本工事は、降雨時に市内の浸水被害が想定
され、通行や避難に支障が生じやすい箇所を
リアルタイムで把握するため、水防用ネット
ワークカメラを設置するもので、カメラの設置
については、設置箇所ごとに関係者等と協
議、現場確認等を行った結果、設置位置、カ
メラ機種の変更等が生じたため。
○設置位置の変更　　５箇所
　・瀬川踏切アンダーパス　
　　防護柵ネット柱→独立柱建柱
　・箕面駅アンダーパス　
　　独立柱建柱→地下道内壁面
　・桜井駅アンダーパス　　
　駐輪場壁面→地下道内壁面
　・大正橋西側水路
　ＮＨＫ共同アンテナ柱→独立柱建柱
　・中止々呂美交差点
　独立柱建柱→ＮＨＫ共同アンテナ柱
○カメラ機種の変更　２箇所
　・箕面駅アンダーパス
　アクシスＰ１３７５→Ｍ３０７５Ｖ
　・桜井駅アンダーパス
　アクシスＰ１３７５→　Ｍ３０７５Ｖ
○添架物の追加　　　１箇所
　・大正橋西側水路
　道路反射鏡の追加
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194
豊中亀岡線舗装本復旧工事No.1
（R2）

箕面市箕面5丁目地内ほか 土木工事

コンクリート平板舗装（t=6㎝）　A=1064.4㎡
コンクリート平板舗装（t=8㎝）　A=197.7㎡
舗装本復旧工（府道　歩道　乗入部）　A=183.4
㎡
舗装本復旧工（府道　車道）　　A=375.8㎡
舗装本復旧工（市道　車道）　　A=437.8㎡
歩車道境界ブロック（車両境界部）L=84.2ｍ
歩車道境界ブロック（歩道切下げ部）L=15.6ｍ
歩車道境界ブロック（車両出入口部）L=1.2ｍ
歩車道境界工　街渠（歩道切下げ部）L=15.6ｍ
インターロッキングブロック　　　A=34.4㎡
溶融式誘導用表示　点状　　　　N=　211枚
溶融式誘導用表示　線状　　　　N=2531枚
区画線　　　　　　　　　　　　　　　　一式

（有）今宮建材 令和  2年 9月 2日 令和  3年 3月10日 57,167,000 69,672,900

警察の道路使用許可条件で、平板補修後、速や
かに視覚障害者用の誘導標示を復旧するよう条
件付けがされたことに伴い、溶融式誘導標示を施
工するまでの間、現道において、仮設点字タイル
の設置・撤去が必要となり増工となった。また、平
板補修において、路盤のすき取り、発生土の処理
が必要となったため。
〈変更後工事概要〉
コンクリート平板舗装（t=6㎝）　A=1192.2㎡
コンクリート平板舗装（t=8㎝）　A=201.1㎡
舗装本復旧工（府道　歩道　乗入部）　A=202.0㎡
舗装本復旧工（府道　歩道　植樹帯）　A=16.2㎡
舗装本復旧工（府道　車道）　　A=297.3㎡
舗装本復旧工（市道　車道）　　A=397.7㎡
歩車道境界ブロック（車両境界部）W=150　L=3.3
ｍ
歩車道境界ブロック（車両境界部）W=180　
L=107.5ｍ
歩車道境界ブロック（歩道切下げ部）L=21.8ｍ
歩車道境界ブロック（車両出入口部）L=1.2ｍ
歩車道境界工　街渠（歩道切下げ部）L=16.6ｍ
インターロッキングブロック　　　A=34.2㎡
溶融式誘導用表示　点状　　　　N=　250枚
溶融式誘導用表示　線状　　　　N=2599枚
仮設点字タイル設置・撤去　　　　一式
区画線　　　　　　　　　　　　　　　　一式

195
豊中亀岡線舗装本復旧工事No.2
（R2）

箕面市西小路4丁目地内ほか 土木工事

コンクリート平板舗装（t=6㎝）　A=1212.2㎡
コンクリート平板舗装（t=8㎝）　A=160.0㎡
舗装本復旧工（府道　歩道　乗入部）　
A=155.3㎡
舗装本復旧工（府道　車道）　　A=216.8㎡
舗装本復旧工（市道　車道）　　A=207.9㎡
歩車道境界ブロック（車両境界部）L=30.0ｍ
インターロッキングブロック　　　A=9.0㎡
溶融式誘導用表示　点状　　　　N=　200枚
溶融式誘導用表示　線状　　　　N=2299枚
区画線　　　　　　　　　　　　　　　　一式

（株）今木組 令和  2年 9月 2日 令和  3年 3月10日 53,988,000 64,341,200

警察の道路使用許可条件で、平板補修後、速や
かに視覚障害者用の誘導標示を復旧するよう条
件付けがされたことに伴い、溶融式誘導標示を施
工するまでの間、現道において、仮設点字タイル
の設置・撤去が必要となり増工となった。また、平
板補修において、路盤のすき取り、発生土の処理
が必要となったため。
〈変更後工事概要〉
コンクリート平板舗装（t=6㎝）　A=1118.2㎡
コンクリート平板舗装（t=8㎝）　A=313.0㎡
舗装本復旧工（府道　歩道　乗入部）　A=154.1㎡
舗装本復旧工（府道　歩道　植樹帯）　A=23.4㎡
舗装本復旧工（府道　車道）　　A=188.6㎡
舗装本復旧工（市道　車道）　　A=192.4㎡
歩車道境界ブロック（車両境界部）W=180　L=57.5
ｍ
歩車道境界ブロック（歩道切下げ部）L=0.5ｍ
インターロッキングブロック　　　A=8.7㎡
溶融式誘導用表示　点状　　　　N=　188枚
溶融式誘導用表示　線状　　　　N=2327枚
仮設点字タイル設置・撤去　　　　一式
区画線　　　　　　　　　　　　　　　　一式
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206 下水道管渠更生工事その４ 箕面市半町１丁目他地内 土木工事

管渠更生工
（汚水・自立）φ150　L=  5.55m　 L’=   4.87m
（汚水・自立）φ200　L=   7.42m  L’=   5.77m　　
（汚水・自立）φ250　L=757.12m  L’=718.34m
（汚水・自立）φ300　L= 56.89m  L’=  52.39m
（汚水・自立）φ600　L=   9.74m  L’=   8.84m
管渠工
　　　　　　　   φ150　L=  5.21m　 L’=   4.76m
　　　　　　　   φ250　L=  3.20m　 L’=   1.35m　　
　　　　　　　   φ300　L= 23.70m　 L’= 22.80m
付帯工　　　　一式
交通整理員　２０７人

（株）津賀建設 令和  2年 9月18日 令和  3年 3月26日 90,992,000 98,773,400

①道路使用許可申請の際に箕面警察と協議
した結果、通行止め等で交通を円滑にするた
めに交通誘導員が増員となったため。
②既設管調査の結果、管内に支障物があり、
管更生を施工するにあたり撤去作業等を追
加したため。
〈変更後工事概要〉
管渠更生工
（汚水・自立）φ200　L=   4.85m  L’=   4.10m　　
（汚水・自立）φ250　L=695.70m  L’=658.00m
（汚水・自立）φ300　L=104.00m  L’= 97.70m
（汚水・自立）φ600　L=   9.75m  L’=   8.85m
管渠工
　　　　　　　   φ250　L= 13.10m　 
　　　　　　　   φ300　L= 21.55m　
付帯工　　　　一式
交通整理員　３０６人

207 下水道管渠更生工事その５ 箕面市桜ヶ丘３丁目他地内 土木工事

管渠更生工（汚水・自立）φ250㎜　
L=861.63m  
管渠工（汚水）　　　　　　　φ250㎜　
L=34.54m  
管渠工（雨水）　　　　　　　φ250㎜　
L=35.48m 
付帯工　　　　　　　　　　　　一式 
前処理工　　　　　　　　　　１６箇所
交通誘導員　　　　　　　　　２０８名

（株）三原組 令和  2年 9月18日 令和  3年 3月19日 86,273,000 87,390,600

テレビカメラ調査の結果、異物突き出し等が
設計数よりも大幅に増加したため、前処理工
を増工したため。また、警察協議の結果、交
通誘導員を増員したため。
〈変更後工事概要〉
管渠更生工（汚水・自立）φ250㎜　
L=875.77m  
管渠工（汚水）　　　　　　　φ250㎜　L=9.1m  
付帯工　　　　　　　　　　　　一式 
前処理工　　　　　　　　　　７１箇所
交通誘導員　　　　　　　　　２４４名 

208 下水道管渠更生工事その６ 箕面市箕面２丁目他地内 土木工事

管渠更生工（汚水・自立）φ200㎜　
L=115.85m  
管渠更生工（汚水・自立）φ250㎜　
L=705.02m  
管渠工              　　　　φ200㎜　L=  
95.77m 
付帯工　　　　　　　　　　　　一式 

（株）石川工業 令和  2年 9月18日 令和  3年 2月26日 82,390,000 81,791,600

一部路線において、掘削工事を予定していた箇所
が、大阪ガスやNTTなどの他企業の埋設管が支
障となり、やむを得ず中止することとなったため。
〈変更後工事概要〉
管渠更生工（汚水・自立）φ200㎜　L=115.85m  
管渠更生工（汚水・自立）φ250㎜　L=719.02m  
管渠工              　　　　φ200㎜　L=  40.07m 
付帯工　　　　　　　　　　　　一式 

209 下水道管渠更生工事その７ 箕面市粟生間谷東７丁目他地内 土木工事

管渠更生工（汚水･自立）　
Φ200　L=27.70m 　L’=25.00m
Φ250　L=784.27m　L’=754.12m
交通整理員　　　１２７人

（株）大金建設 令和  2年 9月18日 令和  3年 3月19日 69,058,000 70,132,700

道路使用許可申請の際に箕面警察と協議し
た結果、通行止等で、交通を円滑にするため
に交通誘導員を増員したため。また、阪急バ
ス運行路線で一部夜間作業に変更したた
め。
管渠更生工（汚水･自立）　
〈変更後工事概要〉
Φ200　L=27.70m 　L’=25.00m
Φ250　L=784.27m　L’=754.12m
交通整理員　　　１２７人
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215 配水管改良工事No.2（R２） 箕面市箕面4丁目地内 土木工事

配水管敷設HIVPφ50㎜　　　　 L=   5.0m
配水管敷設DIP(S50形)φ50㎜ L=145.1m
配水管敷設DIP(GX形) φ75㎜ L=131.1m
配水管敷設DIP(GX形) φ100㎜L=205.3m
配水管敷設DIP(GX形) φ150㎜L=621.6m
仕切弁設置工φ75㎜～150㎜　N=36基
給水連絡工φ13㎜～75㎜　　　121箇所
消火栓設置工（地下式単口φ75㎜）　N=8基
舗装本復旧工　　　　　　　　　　4178.15㎡

（株）仲野商店 令和  2年 9月25日 令和  3年 3月30日 107,415,000 106,747,300

舗装本復旧を全幅施工で予定していた工事
箇所において、道路管理者との協議の結果、
一部半幅施工となり、舗装本復旧範囲が減
少したため。
〈変更後工事概要〉
水管敷設HIVPφ50㎜　　　　 L=   0.0m
配水管敷設DIP(S50形)φ50㎜ L=135.1m
配水管敷設DIP(GX形) φ75㎜ L=145.2m
配水管敷設DIP(GX形) φ100㎜L=249.3m
配水管敷設DIP(GX形) φ150㎜L=570.8m
仕切弁設置工φ75㎜～150㎜　N=33基
給水連絡工φ13㎜～75㎜　　　123箇所
消火栓設置工（地下式単口φ75㎜）　N=9基
舗装本復旧工　　　　　　　　　　　4057.64㎡

222 東池さく泉改修工事 箕面市萱野２丁目地内 さく井工事
ケーシングパッチ補修工　　1式
井内洗浄・浚渫・揚水試験　1式 大阪水源開発（株） 令和  2年 9月30日 令和  2年12月14日 5,825,600 6,259,000

ケーシングパッチ施工後の状況確認のため、
カメラ調査を１回追加したこと並びに、仮設
フェンス設置による誘導員減員によるため。
カメラ調査　２回→３回
仮設ポンプ引き上げ　１回→２回
誘導員　９人→０人

243 （仮称）豊川分署新築に伴う外構工事 箕面市粟生間谷西地内 建築工事

外構工事
アスファルト舗装歩道用施工範囲
　南東面のみ
車庫前コンクリート配筋
　ワイヤーメッシュ６Φ@１５０

城下工務店（有） 令和  2年10月19日 令和  3年 3月10日 16,775,000 21,761,300

アスファルト歩道用舗装の施工範囲を南東面
のみから西面まで拡大したため。
車庫前コンクリート配筋をワイヤーメッシュか
らD10@200Wと目地カッター切に変更したた
め。
屋外掲示板、施設銘板、足洗場、車庫内表面
強化剤、屋外階段防水仕上を追加したため。

251 通学路安全対策工事No.3 箕面市内 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
　区画線工　　　　　１式

直進土木工業（株） 令和  2年10月30日 令和  3年 3月10日 15,664,000 20,278,500

関係機関(警察等)や地元要望を踏まえて最
終の整備内容について協議を重ねた結果、
当初の予定より側溝への蓋掛けや道路付属
物の設置数が増工となったため。

256
下水道管渠（地震対策）更生工事その
２

箕面市箕面５丁目地内 土木工事
管渠更生工（汚水・製管）
Φ600ｍｍ　L＝180.44ｍ　Ｌ´＝184.94ｍ

谷垣建設（株） 令和  2年11月 6日 令和  3年 3月10日 37,565,000 40,739,600
当初設計では全スパン昼間施工で設計して
いたが、警察協議により、全スパン夜間施工
に変更となったため。

258
下水道管渠（地震対策）更生工事その
３

箕面市箕面３丁目他地内 土木工事

管渠更生工（汚水・自立）
Φ250ｍｍ　L＝336.62ｍ　Ｌ´＝324.99ｍ
管渠更生工（汚水・製管）
Φ600ｍｍ　L＝96.87ｍ　Ｌ´＝93.87ｍ

上田良建設（株） 令和  2年11月 9日 令和  3年 3月26日 48,873,000 51,166,500

当初設計では、全路線において昼間施工で
あったが、警察協議の結果、バスが運行する
一部路線において夜間施工に変更となった
ため。

260 阿比太橋耐震補強及び補修工事 箕面市半町１丁目 土木工事

工場製作工　　             １式
舗装工　　　　               １式
区画線工　　　              １式
橋梁付属物工　            １式
橋梁補修工　　             １式
構造物撤去工　            １式
仮設工　　　　               １式

（株）津賀建設 令和  2年11月13日 令和  3年 6月30日 54,978,000 57,772,000

車両用防護柵を取り替える上で地覆内の配
筋調査を実施した結果、地覆取替工事を行う
必要が生じたため。また地覆工を増工したた
め。
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261 自転車利用環境整備工事 箕面市牧落３丁目地内 土木工事

道路改良　　　　　　　　　　１式
　道路土工　　　　　　　　　１式
　排水構造物工　　　　　　１式
　舗装工　　　　　　　　　 　１式
　縁石工　　　　　　　　 　　１式
　区画線工　　　　　　　　　１式
　道路植栽工　　　　　　　 １式
　構造物撤去工　　　　　　１式

上田良建設（株） 令和  2年11月16日 令和  3年 6月30日 115,060,000 141,418,200

関係機関(警察及び地元住民等)との協議の
結果、当初昼間施工を予定していたところが
夜間施工へ変更となったため。また、薄層カ
ラー舗装工の施工量が当初の予定よりも減
工となったため。

262 配水管改良工事No.4（R２） 箕面市牧落５丁目地内ほか 土木工事

配水管敷設φ７５㎜　　　　　　　Ｌ＝１７１．９
ｍ
配水管敷設φ１００㎜　　　　　　Ｌ＝　４０．８
ｍ
配水管敷設φ１５０㎜　　　　　　Ｌ＝１３８．７
ｍ
配水管敷設φ５０㎜　　　　　　　Ｌ＝　２２．０
ｍ
仕切弁設置φ７５～φ１５０㎜　Ｎ＝８基
給水連絡φ１３～φ５０㎜　　　 ６３箇所
消火栓設置φ７５㎜　　　　　　　Ｎ＝２基
舗装本復旧　　　　　　　　　　　　　一式

明広開発（株） 令和  2年11月16日 令和  3年 9月30日 40,174,200 40,720,900

本契約直後、国土交通省近畿整備局大阪国
道事務所より、当初更新を予定していなかっ
た国道171号線における本市の水道管につい
て、他工事との兼ね合いから、早期に更新工
事等を行う必要があるとの指摘があり、その
指摘に伴い、本市にて施工箇所の見直しを
行ったため。
〈変更後工事概要〉
配水管敷設φ７５㎜　　　　　　　Ｌ＝　　２．５ｍ
配水管敷設φ１００㎜　　　　　　Ｌ＝　１９．２ｍ
配水管敷設φ１５０㎜　　　　　　Ｌ＝３１９．５ｍ
仕切弁設置φ７５～φ１５０㎜　Ｎ＝８基
給水連絡φ１３～φ５０㎜　　　 ２６箇所
消火栓設置φ７５㎜　　　　　　　Ｎ＝２基
既設管撤去工　　　　　　　　　　　 一式
舗装本復旧　　　　　　　　　　　　　一式

267
下水道管渠（地震対策）更生工事その
４

箕面市桜１丁目他地内 土木工事

管渠更生工（汚水・自立）　
φ３００mm　L=２４．８１ｍ
管渠更生工（汚水・製管）　
φ６００mm　L=１８９．１１ｍ
管渠工　φ２５０mm　L=３８．３０ｍ
付帯工　　　　　　　　　　一式

（有）今宮建材 令和  2年11月19日 令和  3年 3月26日 42,702,000 43,718,400

当初設計で昼間施工で計上していた区間の
一部について、道路使用許可申請の際に箕
面警察と協議の結果、交通を円滑するために
夜間施工に変更したため。

272 下水道施設人孔蓋取替工事その２ 箕面市新稲７丁目他地内 土木工事
人孔蓋取替工（汚水）54箇所（昼間）
人孔蓋取替工（雨水）19箇所（昼間）
舗装工　一式

山村組 令和  2年11月26日 令和  3年 3月10日 15,532,000 19,135,600

急遽人孔蓋を取り替える必要がある箇所が
発生したため。
警察との協議の結果、交通誘導員を増員した
ため。
道路管理室との協議の結果、舗装面積を増
工したため。
〈変更後工事概要〉
人孔蓋取替工（汚水）59箇所（昼間）
人孔蓋取替工（汚水） 1箇所（夜間）
人孔蓋取替工（雨水）19箇所（昼間）
舗装工　一式
付帯工　一式

273 お散歩ルート安全対策工事 市道豊川住宅本通り線他 ほ装工事

舗装
　舗装工　　　　　　１式
　区画線工　　　　 １式
　付帯工　　　　　　１式
　構造物撤去工　 １式
　仮設工　　　    　１式

イケモトコーポレーション
（株）

令和  2年11月30日 令和  3年 2月26日 13,750,000 15,219,600

交通安全に関する地元要望を踏まえて最終
の整備内容について、関係機関（警察等）と
協議を重ねた結果、区画線工(グリーンベルト
の追加）や舗装工の整備内容が変更し、当初
の予定よりも増工となったため。
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306 東池さく泉及び水路改修他工事 箕面市萱野二丁目他地内 土木工事

農業揚水設備工
　管渠工　　            　１式
管理施設整備工
　管理施設修繕工　　　１式
　構造物撤去工　 　　　１式
　仮設工　　　　　    　　１式

（株）ユウカ 令和  3年 1月 8日 令和  3年 5月31日 16,731,000 21,701,900

工事着手後の揚水試験の結果、計画水量を
確保できないことが判明したため、当初予定
していたポンプ能力を30kwから37kwへ変更し
たこと及び、揚水試験、既設水路補修等を追
加したため。
水中ポンプ設置工　30kw →　37kw
ポンプ制御盤工　30kw →　37kw
手動バルブ、エア抜き弁等　　追加
段階揚水試験、既設水路改修、排水施設清
掃追加

307 舗装補修工事No.5(R2) 箕面市箕面６丁目地内 ほ装工事 舗装打換え工　　　　一式 （株）三明 令和  3年 1月 8日 令和  3年 3月10日 6,699,000 6,523,000
舗装打換え工の施工面積の減少及び施工日
数の短縮による交通誘導員の減員等があっ
たため。

314
萱野老人いこいの家多目的トイレ改
修工事

箕面市萱野地内 建築工事 多目的トイレ改修工事　一式 （有）北栄工務店 令和  3年 1月15日 令和  3年 3月10日 2,508,000 2,609,200
施設利用者の要望により、色口の軽量建具
を追加したため。

317
桜井石橋線道路改良工事に伴う公共
用歩廊整備工事

箕面市桜井２丁目地内 土木工事

修景施設整備工　　　　　　　　１式
サービス施設整備工　　　　 　１式
建築施設組立設置工　　　　　１式
道路付属施設工　　        　　１式
交通管理工　　　　　　　　　　　１式

小畑建工（株） 令和  3年 1月20日 令和  3年 3月30日 20,372,000 18,976,100
当初予定していた分電盤改修について、電気
配線回路の新設を取りやめ、既存回路へ接
続することとしたため。

329 市民の森他遊歩道整備工事 箕面市聖天山地内他 土木工事

コンクリート舗装工
・延長２０m 幅員２ｍ　コンクリート厚１０㎝
・鉄筋はD１０㎝メッシュ以上とする。
階段工　　５０段

（株）滝井土木 令和  3年 1月29日 令和  3年 3月10日 990,000 998,800

当初、ポンプ圧送にてコンクリートを打設する
予定であったが、ポンプ圧送が不可能とな
り、人力での小運搬が必要となったため。

人力小運搬の追加。
階段工５０→２５段への減。

342 市道阿比太橋通り線　舗装補修工事 箕面市半町１丁目地先 ほ装工事

不陸整正　　　　　　　　　　　　　５１５㎡
表層工　　　　　　　　　　　　　　 ５１５㎡
区画線設置工　実線15㎝　　　１１０ｍ
区画線設置工　破線15㎝　　　　　９ｍ
区画線設置工　文字15㎝換算１６０ｍ
人孔蓋調整工　　　　　　　　　　３ヵ所　
（調整コンクリート使用）
仕切弁調整工　　　　　　　　　　４ヵ所
舗装版切断　　　　　　　　　　　　２２ｍ
舗装版破砕　　　　　　　　　　　５１５㎡
Ａｓ運搬工　　　　　　　　　　　　　２６㎥
交通誘導警備員Ｂ　　　　　　　　２８人　　

（株）松井組 令和  3年 2月10日 令和  3年 3月10日 3,932,500 3,513,400

人孔蓋調整工における施工内容の変更によ
る減工及び交通誘導警備員の減員があった
ため。
〈変更後工事概要〉
不陸整正　　　　　　　　　　　　　５２４㎡
表層工　　　　　　　　　　　　　　 ５２４㎡
区画線設置工　実線15㎝　　　１１１ｍ
区画線設置工　破線15㎝　　　　　４ｍ
区画線設置工　文字15㎝換算１６６ｍ
人孔蓋調整工　　　　　　　　　　０ヵ所　
（調整コンクリート使用）
人孔蓋調整工　　　　　　　　　　３ヵ所　
（調整コンクリート使用しない）
仕切弁調整工　　　　　　　　　　４ヵ所
舗装版切断　　　　　　　　　　　　１８ｍ
舗装版破砕　　　　　　　　　　　５２４㎡
Ａｓ運搬工　　　　　　　　　　　　　２６㎥
交通誘導警備員Ｂ　　　　　　　　１４人　　
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345 箕面西公園遊歩道他整備工事 箕面市桜地内他 土木工事

アスファルト舗装工
　がら処分　　　　　　　　　　　　１７．４㎥
　排水工（Ｕ型側溝）
ネットフェンス工　　　　　　　 　延長２５ｍ
水飲み設置配水管VU100
水土留め保護材設置工　　　面積１２０㎡
ステンレス手摺り設置工　　　延長１０ｍ
ガードマン配置　　　　　　　　　８人

（株）ハルマ 令和  3年 2月12日 令和  3年 3月19日 6,325,000 7,118,100

施工時に、排水管の老朽が確認され、排水
工及び排水管が新たに必要になったため。
〈変更後工事概要〉
アスファルト舗装工
　がら処分　　　　　　　　　　    ２４．２９㎥
　排水工（Ｕ型側溝）　　　 　    ２．４ｍ追加
ネットフェンス工　　　　　　　    延長２６ｍ
水飲み設置工配水管VU100　延長１３．５ｍ
追加
水土留め保護材設置工　　    面積１５９㎡
ステンレス手摺り設置工　　   延長８ｍ
ガードマン配置　　　　　　　   　１２人

350 市道小野原6号線　舗装補修工事 箕面市小野原西地先 ほ装工事

道路維持
　舗装打換工　　　　　　　　　　　　　一式
　　舗装版破砕　　　　　　　　　 　２８３０㎡
　　不陸整正　　　　　　　　　　　　２８３０㎡
　　表層（歩道部）　　　　　　　　　２５２０㎡
　　表層（歩道乗入部）　　　　　　　３１０㎡
　　点字シート工　　　　　　　　　　 ３４４枚
　　殻運搬・処分　　　　　　　　　　 １１６㎥
　交通管理工　　　　　　　　　　　　　一式
　　交通誘導警備員　　　　　　　　　４５人

（株）三原舗道 令和  3年 2月19日 令和  3年 3月26日 33,330,000 35,368,300

現地状況により施工範囲を一部変更し、舗装
面積が増加したため。
〈変更後工事概要〉
道路維持
　舗装打換工　　　　　　　　　　　　　一式
　　舗装版破砕　　　　　　　　　 　２９８０㎡
　　不陸整正　　　　　　　　　　　　２９８０㎡
　　表層（歩道部）　　　　　　　　　２５４０㎡
　　表層（歩道乗入部）　　　　　　　４４７㎡
　　点字シート工　　　　　　　　　　 ３０８枚
　　殻運搬・処分　　　　　　　　　　 １１９㎥
　交通管理工　　　　　　　　　　　　　一式
　　交通誘導警備員　　　　　　　　　５３人

351 市道瀬川桜井線　舗装補修工事 箕面市半町2丁目他地先 ほ装工事
道路維持
　舗装補修工　一式
　交通管理工　一式

（株）松井組 令和  3年 2月19日 令和  3年 3月26日 10,780,000 10,976,900
現地状況により人孔蓋調整工および区画線
工が追加となったため。

369 箕面今宮線歩道拡幅工事 箕面市坊島5丁目地内 土木工事

道路改良
　道路土工　　　　　一式
　舗装工　　　　　　 一式
　排水構造物工    一式
　構造物撤去工    一式
　仮設工 　　　　　　一式

（株）滝井土木 令和  3年 3月 8日 令和  3年 6月30日 2,387,000 2,842,400
当初想定していた以上に施工による車道へ
の影響が大きく、現況復旧に伴う舗装工が増
工になったため。

385 舗装補修工事No.6（R2） 箕面市牧落2丁目他地先 ほ装工事

舗装補修工　一式
　舗装打換工　　　　　　　　　　　　一式
 　　舗装版切断　　　　　　　　　　１０㎡
　　 舗装版破砕　　　　　　　　　６５０㎡
　   上層路盤　　　　　　　 　　　２２０㎡
　　 構造物とりこわし工　　　　　 ２４㎡
　　 不陸整正　　　　　　　　　　 ６５０㎡
　　 表層（車道・路肩部）　      ８７０㎡
　 　殻運搬・処分（As塊）　　　 　３３㎥
　 　殻運搬・処分（自然石）  　　２４㎥
　交通管理工　　　　　　　　　　　　一式
      交通誘導警備員　　　　　　 ２０人

（株）三明 令和  3年 3月23日 令和  3年 5月31日 6,138,000 6,765,000

現地状況により人孔蓋調整工および区画線
工が追加となったため。
〈変更後工事概要〉
舗装補修工　一式
　舗装打換工　　　　　　　　　　　　一式
 　　舗装版切断　　　　　　　　　　１０㎡
　　 舗装版破砕　　　　　　　　　６７９㎡
　   上層路盤　　　　　　　 　　　２２３㎡
　　 構造物とりこわし工　　　　 　２５㎡
　　 不陸整正　　　　　　　　　　 ６７９㎡
　　 表層（車道・路肩部）       ９０２㎡
　 　殻運搬・処分（As塊）　　　　 ３４㎥
　 　殻運搬・処分（自然石）  　　２５㎥
　付帯工　　　　　　　　　　　　　　　一式
　　　人孔蓋調整工　　　　　　　２箇所
　区画線工
　　 区画線設置工（実践15㎝）  １３ｍ
　 　区画線設置工（実践45㎝）　　４ｍ
　　 区画線設置工（記号・文字） ９４ｍ
　交通管理工　　　　　　　　　　　　一式
      交通誘導警備員　　　　　　  ２３人




