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変更契約状況一覧

令和元年度 第４四半期（１月～３月）

31175
東部地区公園樹木等管理
業務委託

日進市東部地区 H31.4.10 16,269,000 R02.2.28
日本緑地（株）
日進支店

R02.2.28 136,400円 R02.2.28 処分量の増加　15,000ｋｇ→21,640ｋｇ
現地精査による設計変
更

31172
香久山地区公園樹木等管
理業務委託

日進市香久山地区 H31.4.10 14,388,000 R02.2.28 高木建設（株） R02.2.28 57,200円 R02.2.28 処分量の増加　30,000ｋｇ→32,960ｋｇ
現地精査による設計変
更

31186
黒笹三本木線道路付属物
設置工事

黒笹三本木線 日進市米野木町他地内 R01.5.17 55,550,000 R01.12.13 （株）鈴木工務店 R02.1.10 21日間延長 R02.3.9 工期延長：２１日間
関連工事の遅延による
工期延長

31186
黒笹三本木線道路付属物
設置工事

黒笹三本木線 日進市米野木町他地内 R01.5.17 55,550,000 R01.12.13 （株）鈴木工務店 R02.3.3 8,723,000円 R02.3.9
付帯工（フェンス工　1（-）式、樹木工
56（-）本、植栽支柱工　20（-）ｍ、人工
張芝工　38（-）ｍ２）

現地精査による設計変
更

31286
西小学校始め８校樹木等維
持管理業務委託

日進市浅田町始め７地内 R01.5.9 4,543,000 R01.11.15
（株）梅森造園
日進支店

R02.1.9 113,300円 R02.1.10
処分量の増加　９，３５０ｋｇ→１５，０１０
ｋｇ

現地精査による設計変
更

31284
南部地区道路草刈作業等
業務委託

日進市南部地区 R01.5.9 14,080,000 R02.2.28 （株）伊豆原建設 R02.2.27 122,100円 R02.2.28
道路除草工　52,300（51,000）ｍ２ 
刈草処分　　27,200（35,000）ｋｇ

現地精査による設計変
更

31282
中部地区道路草刈作業等
業務委託

日進市中部地区 R01.5.9 14,410,000 R02.2.28 高木建設（株） R02.2.19 1,004,300円 R02.2.28
道路除草工：56,500（52,000）m2、刈草
処分：50,000（48,900）kg、交通誘導員
Ｂ：10人

現地精査による設計変
更

31283
北部地区道路草刈作業等
業務委託

日進市北部地区 R01.5.9 14,586,000 R02.2.28 （株）中京工事 R02.2.21 ▲149,600円 R02.2.28
道路除草工：51,100（51,900）m2 
刈草処分：46,100（44,700）kg

現地精査による設計変
更

31279
岩崎川始め５河川草刈作業
等業務委託

日進市岩崎町始め５地内 R01.5.9 16,500,000 R02.1.31 三幸土木（株） R02.1.22 930,600円 R02.1.31
除草工　１２０，０００（１１０，０００）ｍ２、
刈草処分　７９，２００（９３，８００）ｋｇ

地元等調整に伴う設計
変更

31280
天白川上流始め３河川草刈
作業等業務委託

日進市野方町始め７地内 R01.5.9 16,500,000 R02.1.31
名東建設工業
（株）

R02.1.22 757,900円 R02.1.31
集草・積込・運搬・荷卸　１２，３００（－）
ｍ２、刈草処分　８３，２００（８３，０００）
ｋｇ

現地精査による設計変
更

31281
天白川下流始め５河川草刈
作業等業務委託

日進市赤池町始め７地内 R01.5.9 14,850,000 R02.1.31 丸は建設（株） R02.1.22 1,197,900円 R02.1.31
河川除草工　１１２，０００（１０３，０００）
ｍ２、刈草処分　６７，５００（６３，６００）
ｋｇ

地元等調整に伴う設計
変更

31319
東山地内公共下水道汚水
管渠埋設工事

南部処理区 日進市東山地内 R01.6.28 55,880,000 R02.2.10 幸村建設（株） R02.1.17 35日間延長 R02.3.16 工期延長：３５日間
関連工事の遅延による
工期延長

31319
東山地内公共下水道汚水
管渠埋設工事

南部処理区 日進市東山地内 R01.6.28 55,880,000 R02.2.10 幸村建設（株） R02.3.12 5,381,200円 R02.3.16

仮配管工VPΦ100　Ｌ＝40（-）ｍ、VPΦ
75　Ｌ＝43（-）ｍ、VPΦ50　L＝28（-）
ｍ、水中ポンプ　Ｎ＝3（-）基、交通誘導
員Ｂ　Ｎ＝120（100）人　外

関係機関協議に伴う設
計変更

31320
東山始め２地内公共下水道
汚水管渠埋設工事

南部処理区 日進市東山始め２地内 R01.6.28 39,600,000 R02.1.8 丸は建設（株） R02.1.29 1,150,600円 R02.2.14
Ａ１号組立マンホールＮ＝４（３）基、小
口径レジンマンホールＮ＝４（３）基、交
通誘導員Ｂ　Ｎ＝９２（５５）人

現地精査による設計変
更

31310
北部地区街路樹維持管理
業務委託

日進市北部地区 R01.5.29 11,000,000 R02.3.13 高木建設（株） R02.3.11 2,236,300円 R02.3.13

剪定工　高木剪定（冬季　幹周60ｃｍ）
471（179）本、中木剪定（冬季　球形　1
～2ｍ）152本、低木剪定　5460ｍ2、除
草工15400ｍ2　等

地元等調整に伴う設計
変更

31309
香久山地区街路樹維持管
理業務委託

日進市香久山地区 R01.5.29 12,793,000 R02.3.13
日本緑地（株）
日進支店

R02.3.11 1,878,800円 R02.3.13

剪定工　高木剪定（冬季　幹回60ｃｍ以
上120ｃｍ未満）74（0）本、補植工（低木
60ｃｍ未満　サツキツツジ）56（0）本、刈
草処分29810（22970）kg、安全費　交通
誘導員Ｂ　25（11）人

地元等調整に伴う設計
変更

31312
中部地区街路樹維持管理
業務委託

日進市中部地区 R01.5.29 9,966,000 R02.3.13
（株）梅森造園
日進支店

R02.3.11 1,146,200円 R02.3.13

剪定工　高木剪定（冬季　幹周60ｃｍ未
満）　373（237）本、低木剪定　3800
（3770）m2、施肥工　3800（3770）m2、刈
草処分　24300（17270）kg

地元等調整に伴う設計
変更

31311
西部地区街路樹維持管理
業務委託

日進市西部地区 R01.5.29 10,505,000 R02.3.13
生田ガーデン
（株）

R02.3.11 ▲192,500円 R02.3.13
機械除草　250（0）m2、刈草処分
16990（15940）kg、交通誘導員Ｂ　0
（10）人

地元等調整に伴う設計
変更

31314
黒笹三本木線道路築造工
事

黒笹三本木線 日進市米野木町他地内 R01.6.28 50,512,000 R02.1.31
（株）佐藤渡辺
みよし営業所

R02.1.10 54日間延長 R02.3.25 工期延長：５４日間
関連工事の遅延による
工期延長

31314
黒笹三本木線道路築造工
事

黒笹三本木線 日進市米野木町他地内 R01.6.28 50,512,000 R02.1.31
（株）佐藤渡辺
みよし営業所

R02.3.23 1,743,500円 R02.3.25

法面整形工Ａ＝40（20）ｍ２、ブロック積
擁壁工　１（-）式、下層路盤工（車道）
600（712）ｍ２、表層工（車道部）Ａ＝4
（3）ｍ２、上層・下層路盤工（車道部）Ａ
＝4（3）ｍ２、下層路盤工（歩道部）Ａ＝
107（139）ｍ２　等

関係機関協議に伴う設
計変更

31315
黒笹三本木線道路付帯施
設設置工事

黒笹三本木線 日進市米野木町他地内 R01.6.28 50,408,600 R01.12.2
（株）佐藤渡辺
みよし営業所

R02.1.10 28日間延長 R02.3.27 工期延長：２８日間
関連工事の遅延による
工期延長

31315
黒笹三本木線道路付帯施
設設置工事

黒笹三本木線 日進市米野木町他地内 R01.6.28 50,408,600 R01.12.2
（株）佐藤渡辺
みよし営業所

R02.3.17 561,000円 R02.3.27
樹木伐採工（高木　幹廻0.6ｍ以上から
0.9ｍ未満）3（-）本、樹木伐採工（高木
幹廻0.9ｍ以上から1.2ｍ未満）4（-）本

現地精査による設計変
更

31318
赤池町箕ノ手北部地内公共
下水道汚水管渠埋設工事

南部処理区 日進市赤池町地内 R01.6.28 59,180,000 R02.2.10 （株）山本工務店 R02.2.4 801,900円 R02.2.10
開削工ＶＵφ２００　Ｌ＝476（462）ｍ、交
通誘導員Ｂ　Ｎ＝121（83）人

関係機関協議に伴う設
計変更

契約番号 契約日 当初工期 変更理由契約業者 変更契約日 変更工期 変更概要
当初契約額
（税込み）[円]

変更額
（税込み）[円]

変更期間物　件　名 場　所路線等の名称
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31318
赤池町箕ノ手北部地内公共
下水道汚水管渠埋設工事

南部処理区 日進市赤池町地内 R01.6.28 59,180,000 R02.2.10 （株）山本工務店 R02.2.7 ▲993,300円 R02.2.10 開削工ＶＵΦ200　Ｌ＝463（476）ｍ
現地精査による設計変
更

31317a
南ケ丘北部地内汚水管改築
工事

南部処理区 日進市南ケ丘地内 R01.6.28 109,010,000 R02.3.6

中日コプロ・名東
建設工業特定建
設工事共同企業
体

R02.1.23 13日間延長 R02.3.19 工期延長：１３日間
関連工事の遅延による
工期延長

31317a
南ケ丘北部地内汚水管改築
工事

南部処理区 日進市南ケ丘地内 R01.6.28 109,010,000 R02.3.6

中日コプロ・名東
建設工業特定建
設工事共同企業
体

R02.3.17 706,200円 R02.3.19

管渠延長VUΦ150　L＝232（198）ｍ
Φ200　L＝227（30）ｍ、管更生　Φ200
L＝1030（1055）ｍ、前処理工隙間・止
水　N＝0（85）箇所、管路掘削　V＝480
（490）ｍ３　等

現地精査による設計変
更

31384
上小深田地内道路改良工
事

上小深田地内 日進市浅田町地内 R01.8.2 10,560,000 R02.2.28 （株）山本工務店 R02.2.17 1,936,000円 26日間延長 R02.3.25
26日工期延長　表層工（t＝5cm再生密
粒度As）564（-）m2　交通誘導員22（-）
人　電柱避け側溝　3（-）箇所

地元等調整に伴う設計
変更及び関連工事の遅
延による工期延長

31392 北新田橋始め３橋修繕工事 北新田橋始め３橋 日進市北新町始め３地内 R01.8.29 38,280,000 R02.2.28 （株）光建 R02.2.27 381,700円 R02.2.28

北新田橋　ひび割れ充填工　4.4（0.6）
ｍ、大正橋　ひび割れ充填工　6.8（-）
ｍ、断面修復工　4（1）ｍ２、表面被覆
工　2（-）ｍ２　等

地元等調整に伴う設計
変更

31407 豊田川護岸改修工事 豊田川 日進市赤池町始め２地内 R01.9.19 33,000,000 R02.2.28 （株）山本工務店 R02.2.13 21日間延長 R02.3.20 工期延長：２１日間
天候不良に伴う工期延
長

31407 豊田川護岸改修工事 豊田川 日進市赤池町始め２地内 R01.9.19 33,000,000 R02.2.28 （株）山本工務店 R02.3.18 ▲1,963,500円 R02.3.20

大型ブロック積工　130（141）ｍ２、小口
止工　1（4）箇所、床固工　床固ブロック
0（80）個、井戸流水計配線切回し　1（-
）式、井戸ポンプ動力配線切回し　1（-）
式

自然災害に伴う設計変
更

31420
黒笹三本木線飛球防護柵
上部工事

黒笹三本木線
日進市米野木町始め２地
内

R01.10.4 73,407,004 R02.3.20
（株）中京スポー
ツ施設

R02.3.17 3,718,396円 R02.3.20
防球ネット基礎等塗装工　1（-）式、転
落防止柵工　83（-）ｍ

地元等調整に伴う設計
変更

31430
箕ノ手始め２地内舗装復旧
工事

箕ノ手始め２地内 日進市赤池町地内 R01.10.4 35,200,000 R02.1.27 幸村建設（株） R02.1.14 43日間延長 R02.3.10 工期延長：４３日間
地元等調整に伴う工期
延長

31430
箕ノ手始め２地内舗装復旧
工事

箕ノ手始め２地内 日進市赤池町地内 R01.10.4 35,200,000 R02.1.27 幸村建設（株） R02.3.6 1,564,200円 R02.3.10

不陸整正　Ａ＝7,540（7,140）ｍ２、舗装
工　アスファルト舗装工（市道Ｌ）Ａ＝
6,110（6,090）ｍ２、アスファルト舗装工
（国道　歩道）Ａ＝548（144）ｍ２、交通
誘導警備員Ｂ　Ｎ＝79（68）人

現地精査による設計変
更

31431
南山の手線始め５路線舗装
復旧工事

南山の手線始め５路
線

日進市赤池町始め２地内 R01.10.4 33,000,000 R02.1.27 （株）山本工務店 R02.3.4 1,760,000円 R02.3.6

舗装工　アスファルト舗装工（市道Ｌ　夜
間）Ａ＝286（0）ｍ２、アスファルト舗装
工（南山の手線　夜間）Ａ＝2,090
（1,500）ｍ２、アスファルト舗装工（南山
の手線　歩道　透水性）Ａ＝133（0）ｍ２

地元等調整に伴う設計
変更

31441
五色園４６号線始め２路線
管渠布設替工事

五色園４６号線始め
２路線

日進市五色園地内 R01.10.24 12,210,000 R02.2.26 高木建設（株） R02.1.20 16日間延長 R02.3.13 工期延長：１６日間
関連工事の遅延による
工期延長

31441
五色園４６号線始め２路線
管渠布設替工事

五色園４６号線始め
２路線

日進市五色園地内 R01.10.24 12,210,000 R02.2.26 高木建設（株） R02.3.6 ▲147,400円 R02.3.13
表層工　Ａ＝310（360）ｍ２、既設管撤
去　ＨＰΦ200　Ｌ＝115（120）ｍ、区画
線設置工　Ｌ＝8（0）ｍ

現地精査による設計変
更

31440
黒笹三本木線舗装整備工
事

黒笹三本木線
日進市三本木町始め３地
内

R01.11.7 31,537,000 R02.3.2 （株）鈴木工務店 R02.1.10 25日間延長 R02.3.27 工期延長：２５日間
関連工事の遅延による
工期延長

31440
黒笹三本木線舗装整備工
事

黒笹三本木線
日進市三本木町始め３地
内

R01.11.7 31,537,000 R02.3.2 （株）鈴木工務店 R02.3.25 166,100円 R02.3.27

車道舗装（表層Ａ＝7,280（7,350）ｍ２、
上層路盤Ａ＝7,290（7,350）ｍ２、不陸整
正　Ａ＝6,590（6,460）ｍ２）、歩道舗装
（表層Ａ＝506（579）ｍ２、不陸整正Ａ＝
309（357）ｍ２）乗入舗装　等

現地精査による設計変
更

31445
南部保育園屋根等改修工
事

南部保育園 日進市折戸町地内 R01.10.24 24,750,000 R02.2.28 浅井建設（株） R02.2.20 924,000円 R02.2.28

北側連絡通路鉄骨柱脚部補修　追加
４か所、北側連絡通路外部床溝斫り
追加　一式、防水材塗布　追加　41.6ｍ
２、照明器具　追加　１０台、防雨型コン
セント　追加　１個、防雨型スイッチ　追
加　２個　等

現地精査による設計変
更

31464
三井団地４号線始め３路線
汚水管改築工事

三井団地４号線始め
３路線

日進市藤塚地内 R01.11.21 20,570,000 R02.3.10 （株）田口建設 R02.3.5 ▲1,289,200円 R02.3.10

開削工　マンホール蓋替　13（12）箇
所、取付管布設替　9（8）箇所 
管更生工　更生工法（反転・形成）Φ
200ｍｍ　Ｌ＝210（238）ｍ、前処理工
管突出処理13（20）箇所、木根処理2
（4）箇所

現地精査による設計変
更

31463
黒笹三本木線飛球防護柵
上部工事その２

黒笹三本木線
日進市米野木町始め２地
内

R01.11.28 49,384,533 R02.3.27
（株）中京スポー
ツ施設

R02.2.26 112日間延長 R02.7.17 工期延長：112日間
関連工事の遅延による
工期延長

31461
野方米野木線舗装整備工
事

野方米野木線 日進市本郷町始め２地内 R01.11.21 9,460,000 R02.2.19 （株）田口建設 R02.1.15 ▲1,052,700円 R02.2.19

舗装工（切削オーバーレイ工）Ａ＝１，４
２０（１，４３０）ｍ２、舗装版クラック補修
工Ｌ＝８８（４２６）ｍ 
区画線工　一式、撤去工　一式

現地精査による設計変
更

31466
東小学校始め２校体育館ト
イレ改修工事

東小学校始め２校
日進市米野木町始め２地
内

R01.11.21 25,905,000 R02.2.28 （株）稲吉建設 R02.2.25 792,000円 R02.2.28

東小学校：天井材（アスベスト含有）撤
去処分、消火栓弱電配線新設、消火栓
移設経路変更、犬走下給水管更新 
日進東中学校：天井材（アスベスト含
有）撤去処分、消化管更新取止（減変
更）

現地精査による設計変
更

31476
赤池下田線道路側溝修繕
工事

赤池下田線 日進市赤池町地内 R01.12.5 1,804,000 R02.2.24
名東建設工業
（株）

R02.2.21 306,900円 11日間延長 R02.3.6
工期延長：11日間、舗装切断　44（-）
m、舗装工　90（60）m2、不陸整生　30
（-）m2、交通誘導員　11（8）人

現地精査による設計変
更及び地元調整による
工期延長

31477
西小学校始め１０校消防設
備改修工事

西小学校始め１０校
日進市浅田町始め１０地
内

R01.12.5 4,070,000 R02.2.28 内外物産（株） R02.2.27 55,000円 R02.2.28

差動式スポット型感知器（2種）1個（東
小） 
光電式スポット型感知器（2種）1個（東
中） 
光電式スポット型感知器（3種）1個（東
中）の追加

現地精査による設計変
更
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31456a
香久山小学校始め２校体育
館トイレ改修工事

香久山小学校始め２
校

日進市香久山始め２地内 R01.11.29 25,850,000 R02.2.28 （株）稲吉建設 R02.2.25 1,100,000円 R02.2.28

香久山小学校：便座クリーナーの設置
取止（減変更） 
日進西中学校：伐採範囲の拡張、天井
材及び床材（アスベスト含有）撤去処
分、便座クリーナーの設置取止（減変
更）

地元等調整に伴う設計
変更

31487
香久山環状１号線始め２０
路線交通安全施設設置工
事

香久山環状１号線始
め２０路線

日進市香久山始め９地内 R01.12.12 7,436,000 R02.3.2 （株）キクテック R02.2.28 546,700円 25日間延長 R02.3.27
工期延長：25日間、カラー塗装工　Ａ＝
630（637）ｍ２、区画線工（実線、白、Ｗ
＝15ｃｍ）Ｌ＝940（55）ｍ　等

地元等調整に伴う設計
変更及び関連工事の遅
延による工期延長

31502 西山テニスコート修繕工事 西山テニスコート 日進市梅森台地内 R01.12.26 3,960,000 R02.3.10
長谷川体育施設
（株）　中部支店

R02.2.28 ▲117,700円 R02.3.10
交通誘導員Ａ　１（５）人、交通誘導員Ｂ
１（５）人

現地精査による設計変
更

30487
南ヶ丘地内汚水管改築工事
その２

南部処理区 日進市南ヶ丘地内 H31.3.15 101,952,000 R01.11.18
山越・山本特定建
設工事共同企業
体

R02.2.25 ▲1,385,640円 R02.2.28
前処理工　管突出処理　N＝13（107）箇
所、隙間（パッチ）　N＝1（54）箇所

現地精査による設計変
更

30486
南ヶ丘地内汚水管改築工事
その１

南部処理区 日進市南ヶ丘地内 H31.3.15 91,715,760 R01.11.11
山田商会・鈴木工
務店特定建設工
事共同企業体

R02.1.6 ▲859,680円 R02.1.10

管開削　Ｌ＝２０５（１７１）ｍ、管更生　Ｌ
＝１，０９８（１，１３３）ｍ、前処理工隙
間・止水　Ｎ＝０（５８）箇所、交通誘導
警備員Ａ　Ｎ＝８８（６５）人、交通誘導
警備員Ｂ　Ｎ＝３２３（６５）人

現地精査による設計変
更

31503
香久山中央通線交差点改
良工事

香久山中央通線 日進市香久山地内 R01.12.26 2,200,000 R02.3.24
名東建設工業
（株）

R02.3.23 ▲464,200円 3日間延長 R02.3.27

工期延長：3日間　舗装切断　0（73）ｍ、
濁水運搬・濁水処理・技術管理費　0
（1）式、ILB撤去工　2（-）ｍ２、ILB設置
11（30）ｍ２、ILB設置（再利用）　26（18）
ｍ２、特殊ブロック（点字誘導ブロック）
2（-）ｍ２

現地精査による設計変
更及び関係機関調整に
よる工期延長

31504 豊田川緊急護岸復旧工事 豊田川 日進市赤池町始め２地内 R01.12.27 30,800,000 R02.3.27 （株）山本工務店 R02.3.16 84日間延長 R02.6.19 工期延長：８４日間
天候不良に伴う工期延
長

31170 近隣公園管理業務委託
野方三ツ池公園始め３公
園

H31.4.1 5,811,496 R02.3.31
公益社団法人
日進市シルバー
人材センター

R02.3.30 ▲69,516円 R02.3.31

公園管理業務（平日４月から９月　７４
（６８）回、土日祝日及び繁忙期平日　４
月から９月　８３（８９）回、土日祝日及
び繁忙期平日　１０月から３月　６５（６
６）回　等

自然災害に伴う設計変
更

31088
ゆうゆう体操教室運営業務
委託（単価契約）

日進市中央福祉センター H31.4.1 537,000 R02.3.31
社会福祉法人
日進市社会福祉
協議会

R02.3.19 ▲57,000円 R02.3.31
開催日程　2月分　3（4）回、3月分　0
（4）回

新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策に伴う
設計変更

31093
手話奉仕員養成講座事業
業務委託

日進市全域 H31.4.1 1,118,582 R02.3.31
日進・長久手・東
郷聴覚障害者協
会

R02.3.12 ▲15,151円 R02.3.31 基礎講座　21（22）回
新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策に伴う
設計変更

31089
運動器の機能向上事業業
務委託その１

日進市全域 H31.4.1 4,436,640 R02.3.31
医療法人財団
愛泉会

R02.3.17 ▲211,200円 R02.3.31
仕様書内容の実施期間の一部変更及
び人件費の減額

新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策に伴う
設計変更

31090
運動器の機能向上事業業
務委託その２

日進市全域 H31.4.1 4,436,640 R02.3.31
社会福祉法人日
進福祉会

R02.3.17 ▲211,200円 R02.3.31
仕様書内容の実施期間の一部変更及
び人件費の減額

新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策に伴う
設計変更

31233 学校給食調理等業務委託 学校給食センター H31.4.1 120,600,000 R02.3.31 日進アシスト（株） R02.3.30 ▲3,570,000円 R02.3.31 給食調理業務：▲１５日間
新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策に伴う
設計変更

31203
北部浄化センター及び相野
山浄化センター維持管理業
務委託

北部浄化センター及び相
野山浄化センター

H31.4.1 355,680,000 R04.3.31
（株）西原環境
中部支店

R02.3.31 584,912円 R04.3.31
一般仕様書第44条、別紙5及び6に基
づく精算

現地精査による設計変
更

27294
給食配送業務委託（長期継
続契約）

学校給食センター H27.6.30 2,879,470 R02.8.31
日本通運（株）
三河支店

R02.3.31 ▲102,072円 R02.8.31 令和２年３月分の運行費の減額
新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策に伴う
設計変更

31268
愛知用水日東支線緑道管
理業務委託

愛知用水日東支線、橦木
緑道

R01.5.9 6,032,660 R02.2.28
愛知用水土地改
良区

R02.2.25 ▲203,300円 R02.2.28

緑道管理業務一式　除草工　Ａ＝２４，
８００㎡、人力除草　Ａ＝１，２００㎡、寄
植剪定　Ａ＝１，２００㎡、防除　1式、施
肥　1式

現地精査による設計変
更

31490
栄養改善事業・口腔機能向
上事業業務委託

名古屋学芸大学 R01.12.11 514,840 R02.3.13
学校法人　中西
学園

R02.3.12 ▲33,090円 R02.3.13
実施回数　5（6）回 
送迎バス代金の１回分減額

新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策に伴う
設計変更

31492
金萩遺跡・Ｉ-9号窯跡・Ｉ－Ｇ
－１０号窯跡範囲確認調査
業務委託

日進市北新町地内 R01.12.11 4,997,300 R02.3.27
（公財）瀬戸市文
化振興財団

R02.3.25 ▲2,926,000円 R02.3.27 発掘作業人工の減
現地精査による設計変
更

31507 街頭用消火設備購入 日進市全域 R02.1.23 1,332,650 R02.3.19 シバタ産業（有） R02.3.3 0円 R02.3.19
消火栓ホース　ロケットハイドラー07
R07T　40ｍｍ＊20ｍをR07　40ｍｍ＊
20ｍに変更

同等品への設計変更

31302
赤池箕ノ手地区都市公園基
本設計業務

赤池箕ノ手土地区画整理
事業地内

R01.5.29 9,768,000 R02.3.2
玉野総合コンサ
ルタント（株）

R02.2.3 29日間延長 R02.3.31 履行期間延長：２９日間
追加業務に伴う契約期
間延長

31345 下水道台帳作成業務
南部・北部・梅森処
理区

日進市全域 R01.6.19 8,118,000 R02.2.28 （株）中測技研 R02.2.12 19,800円 R02.2.28 取付管調査　Ｎ＝832（826）箇所
現地精査による設計変
更

31381
スマートインターチェンジ及
び関連道路詳細設計業務

スマートインター１号
線始め８路線

日進市米野木町地内 R01.7.18 34,958,000 R02.3.24
（株）フジヤマ　名
古屋支店

R02.3.4 7日間延長 R02.3.31

路線測量　Ｌ＝1.85km、地質調査業務
1式、道路詳細設計（Ｂ）Ｌ＝1.85km、交
差点詳細設計　Ｎ＝2箇所、擁壁詳細
設計　Ｎ＝6箇所　外

新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策に伴う
一時業務中断による工
期延長

31381
スマートインターチェンジ及
び関連道路詳細設計業務

スマートインター１号
線始め８路線

日進市米野木町地内 R01.7.18 34,958,000 R02.3.24
（株）フジヤマ　名
古屋支店

R02.3.12 3,250,500円 R02.3.31

路線測量　1.56（1.85）km、地質調査業
務　土質ボーリング　7（9）本、準備費
1（-）式、安全費　1（-）式、道路詳細設
計（Ｂ）1.83（1.85）km　外

現地精査による設計変
更

31402
箕ノ手地内土地建物権利調
査業務

箕ノ手地内 日進市赤池町地内 R01.8.19 1,760,000 R02.3.13
玉野総合コンサ
ルタント（株）

R02.2.10 223,300円 R02.3.13

登記要約書照合（土地）：５１３筆（３５１
筆）、登記要約書照合（建物）：１６３戸
（１５６戸）、不突合抽出調査・整理：１
１．７ｈａ（１０．８ｈａ）、土地調書：５１３筆
（３５１筆）、建物調書：１６３戸（１５６戸）
等

地元等調整に伴う設計
変更
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31437
香久山西部土地区画整理
事業地内都市計画決定協
議図書作成業務

香久山西部土地区
画整理事業地内

日進市梅森町地内 R01.10.10 1,628,000 R02.3.26
（株）パスコ　名古
屋支店

R02.3.24 0円 R02.3.26
準防火地域図書作成（地区計画図書作
成）一式

追加業務に伴う設計変
更

31457
藤枝町地内公共下水道管
渠詳細設計業務

南部処理区 日進市藤枝町地内 R01.10.31 12,100,000 R02.2.28
（株）極東技工コ
ンサルタント　中
部支社

R02.2.3 10日間延長 R02.3.9 履行期間延長：１０日間
追加業務に伴う契約期
間延長

31457
藤枝町地内公共下水道管
渠詳細設計業務

南部処理区 日進市藤枝町地内 R01.10.31 12,100,000 R02.2.28
（株）極東技工コ
ンサルタント　中
部支社

R02.3.5 797,500円 R02.3.9
管渠詳細設計　開削工法（1,200ｍ未
満）Ｌ＝1,630（1,580ｍ）

現地精査による設計変
更

31456
（仮称）日進北部土地区画
整理事業　地質調査業務委
託

（仮称）日進北部土
地区画整理事業

日進市北新町地内 R01.10.31 13,189,000 R02.3.16 （株）大和地質 R02.3.6 1,124,200円 R02.3.16
機械ボーリング、サウンディング及び原
位置試験及び地質試験における規格
の変更

現地精査による設計変
更

31495 道路台帳加除修正業務 日進市全域 日進市全域 R01.12.11 4,510,000 R02.3.13
中央コンサルタン
ツ（株）

R02.3.9 698,500円 R02.3.13

道路台帳路線図作成　20（17）路線、工
事図面等利用による新規作成・台帳調
書加除修正　2.87（3.12）ｋｍ、道路台帳
図データベース修正　23（18）面、道路
台帳のデジタル化　12（7）ｋｍ

現地精査による設計変
更

31494 水路工作物調査業務 日進市全域 日進市全域 R01.12.11 4,895,000 R02.3.13
（株）パスコ　名古
屋支店

R02.3.5 460,900円 R02.3.13 現地調査　37.5（34.0）ｋｍ
現地精査による設計変
更


