
変更契約状況

令和２年度　第３四半期（１０月～１２月）

物件番号 物　件　名 路線等の名称 場　所 契約日
当初契約額

（税込み）[円]
当初工期 契約業者 変更契約日

変更額
（税込み）[円]

変更期間 変更工期 変更概要 変更理由

R02324
中部保育園始め３園／空調改修工
事

中部保育園始め３園 日進市浅田町始め３地内 R02.6.17 15,400,000 R02.10.30 ダイトー（株） R02.10.30 - - R02.10.30
南部保育園　ドレン配管作業　一（-）式 
中部保育園　天井点検口　3（4）箇所、リモ
コン　1（2）個

既存ドレン配管が途中で切断しており、排水出来
ない状態になっていたため、配管接続を行うも
の。室内機位置変更により、既存点検口が使用で
きるようになったため。1台のリモコンで操作を
可能になったため。

R02328 相野山小学校／外壁改修工事 相野山小学校 日進市北新町地内 R02.6.25 75,680,000 R02.12.18 （株）山本工務店 R02.12.15 6,809,000 - R02.12.18

外壁改修工（南棟、北棟及び渡り廊下）
シール工法　2,631（138）ｍ　他 
モルタル浮き補修方法の変更　1（-）箇所、
標識の撤去　1（-）箇所

外部足場設置後、外壁の状況を確認したところ、
老朽化が激しく、処置が必要なことが発覚したた
め。

R02341
東部保育園始め２園／トイレ改修
工事

東部保育園始め２園 日進市米野木町始め２地内 R02.7.2 24,200,000 R03.1.4 （有）大平建築 R02.12.22 242,000 - R03.1.4
トイレブース：1（-）箇所、入口建具の変
更：アルミから木製建具の変更

トイレブースは再利用の計画であったが、劣化が
激しく更新を要することが判明したことによる。
入口建具について、園からの要望があり、アルミ
から木製建具に変更するもの。

R02344 花かんざし橋／修繕工事 花かんざし橋 日進市香久山地内 R02.7.2 4,675,000 R02.11.4 幸村建設（株） R02.10.13 155,100 - R02.11.4

ひび割れ補修工（低圧注入工法）　1構造物
27.20（21.25）ｍ、ひび割れ補修工（充てん
工法）　1構造物　12.55（8.25）ｍ、交通誘
導警備員Ａ　3（1）人、交通誘導警備員Ｂ　1
（-）人

施工前の現地調査結果により、ひび割れ補修工の
延長が変更となるもの。また、施工中の歩行者の
安全を確保するために交通誘導警備員を増員する
もの。

R02347
箕ノ手地内／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 R02.7.2 18,370,000 R02.11.30 （株）田口建設 R02.11.26 257,400 - R02.11.30
交通誘導警備員　Ｎ＝53（51）人、取付管Ｖ
Ｕφ100　Ｎ＝24（21）箇所

交差点付近の交通規制に伴い、交通誘導警備員を
増やすもの。また、取付管設置申請の実績を受け
て、取付管本数を変更するもの。

R02348
東山一丁目始め２地内／舗装復旧
工事

東山一丁目始め２地内 日進市東山始め２地内 R02.7.2 22,000,000 R02.10.15 丸は建設（株） R02.10.9 -17,600 - R02.10.15

下水道分　車道舗装　市道：2,990（2,970）
m2、県道：30（19）m2、歩道舗装　県道：6
（5）m2、交通誘導員　44（52）人 
土木管理課分　車道舗装（市道）　224
（223）m2

現地精査及び交通誘導員の配置人数を計画した結
果、舗装復旧面積及び交通誘導員を変更するも
の。

R02368
西小学校始め４校／ガラス飛散防
止フィルム設置工事

西小学校始め４校 日進市浅田町始め４地内 R02.7.22 14,850,000 R02.11.30 （有）大平建築 R02.10.30 - R02.11.30
フィルム施工数量の変更 
　外貼り　820.48(879.55)m2、内張り
2,448.71（2,308.84）m2

現地調査の結果施工数量に変更が生じたため。

R02366
橦木団地５号線始め４路線／公共
下水道汚水管渠埋設工事

橦木団地５号線始め４
路線

日進市藤枝町地内 R02.7.22 24,750,000 R03.1.8 幸村建設（株） R02.12.23 -122,100 - R03.1.8
交通誘導警備員：64（66）人、取付管ＶＵφ
100：24（25）箇所

保安設備配置計画に基づき、交通誘導警備員を変
更するもの。また、取付管設置申請の実績を受け
て、取付管本数を減するもの。

R02367
橦木団地１号線始め４路線／公共
下水道汚水管渠埋設工事

橦木団地１号線始め４
路線

日進市藤枝町地内 R02.7.22 24,860,000 R03.1.8 （株）鈴木工務店 R02.12.28 -127,600 - R03.1.8 開削工ＶＵφ150：135（140）ｍ
他占用物件との調整、現地調査に伴い管底高、施
工延長等を変更するもの。

R02369
南ケ丘一丁目始め３地内／舗装復
旧工事

南ケ丘一丁目始め３地
内

日進市南ケ丘地内 R02.7.22 30,250,000 R02.11.16 名東建設工業（株） R02.11.11 1,325,500 - R02.11.16

車道舗装（市道）　表層（再密Ａｓ　ｔ＝
50）Ａ＝4,200（4,090）m2、表層・基層（再
密Ａｓ　ｔ＝50,再粗Ａｓ　ｔ＝50）Ａ＝
1,030（1,020）m2、区画線工　文字・記号
（Ｗ＝15ｃｍ換算）Ｌ＝455（251）m

現地精査の結果及び区画線復旧箇所の追加工事に
より、舗装復旧面積及び区画線延長を変更するも
の。

R02374 日進駅北・白鳥線／舗装整備工事 日進駅北・白鳥線 日進市栄地内 R02.8.4 10,560,000 R02.11.12 日進管工（株） R02.10.2 1,101,100 - R02.11.12

表層工　1,140（1,070）m2、路上路盤再生工
1,140（1,070）m2、添加剤使用料　0.551
（0.536）ｔ／100m2、混合用乳剤使用料
1.180（1.082）ｔ／100ｍ２

現地立会結果より舗装面積が増加するもの。ま
た、配合設計の結果より路上路盤再生工における
セメント及び乳剤の添加量を変更するもの。

R02373 中島・箕ノ手線／道路整備工事 中島・箕ノ手線 日進市赤池町地内 R02.8.4 6,765,000 R02.11.17 （株）伊豆原建設 R02.11.16 877,800 - R02.11.17

排水工　横断側溝　B250-H275：3（-）ｍ、集
水桝　B450-L450-H500　5（4）箇所 
交通誘導警備員A　0（8）人、交通誘導警備員
38（8）人

中間交差点付近に水が溜まる恐れがあり、横断側
溝と桝を設置し、解消するもの。施工箇所に隣接
する保育園の送迎等が頻繁にあり、作業効率が落
ちてしまうことから、工事日数を増加し交通誘導
警備員を増員するもの。

R02382
三井団地１号線始め３路線／汚水
管改築工事

三井団地１号線始め３
路線

日進市藤塚地内 R02.8.19 15,620,000 R02.12.28 （株）田口建設 R02.12.10 - 51日間延長 R03.2.17 工期延長：51日間
地元要望により、工事箇所付近で劣化の進んだ人
孔蓋の蓋替を追加することになったため。

R02383
五色園４０号線／汚水管布設替工
事

五色園４０号線 日進市五色園地内 R02.8.19 11,660,000 R02.12.28 高木建設（株） R02.12.24 -675,400 - R02.12.28
表層工：136（291）ｍ2、交通誘導警備員：41
（29）人

現地精査及び関連工事業者と調整した結果、舗装
本復旧面積を減するもの。

R02384
スポーツセンター／空調設備更新
工事

スポーツセンター 日進市蟹甲町地内 R02.8.19 5,251,400 R02.12.18 愛知冷機（株） R02.12.17 - 35日間延長 R03.1.22 工期延長：35日間
新型コロナウイルス感染症の影響により、当初見
込んでいた材料の納品が遅れたことで工程を見直
す必要が生じたため。
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R02403 赤池下田線／道路側溝改修工事 赤池下田線 日進市赤池町地内 R02.9.24 2,640,000 R03.1.4 名東建設工業（株） R02.12.23 - 25日間延長 R03.1.29 工期延長：25日間
既設側溝を撤去した後、埋戻を施工する前に土中
の含水比を下げるために掘削後、自然乾燥する期
間を要するため。

R02401 岩崎台１号線／舗装整備工事 岩崎台１号線 日進市岩崎台地内 R02.9.24 3,685,000 R02.12.3 幸村建設（株） R02.12.2 36,300 - R02.12.3

舗装工　表層工　224（204）m2、基層工　224（204）m2、上
層路盤工　224（204）m2、下層路盤工　224（204）m2、土工
掘削　80（30）m3、残土運搬処理　80（30）m3、撤去工　舗
装版破砕（Co）　-（204）m3、Co殻運搬処理　-（45）m3

現場立会の結果により舗装の面積が増加するた
め。また、既設の路上路盤再生層の処分につい
て、当初はコンクリート殻として計上していまし
たが、試掘の結果、残土として処分できることが
判明したため。

R02438
南部浄化センター始め２施設／処
理施設機器修繕工事

南部浄化センター始め
２施設

日進市浅田町始め２地内 R02.11.5 17,600,000 R03.2.26
（株）西原環境　中
部支店

R02.12.15 -1,972,300 - R03.2.26

No.6主ポンプ修繕：-（1）式、No.2終沈スカ
ム移送ポンプ修繕：1（-）式、No.2初沈スカ
ム移送ポンプ修繕：1（-）式、初沈水路エア
配管バルブ取替修繕：1（-）式

予定していた部品入手期間がメーカーの材質変更
により長期化し、完了しない設備修繕を減するも
の。また、修繕にあたり、関連する設備の処理能
力が低下する不具合が起きたため、これらの設備
修繕を追加するもの。

R02435
上田・藤島大根線始め３路線／交
通安全施設設置工事

上田・藤島大根線始め
３路線

日進市藤島町地内 R02.11.5 1,859,000 R03.1.4 東亜ライン（株） R02.12.25 -6,600 - R03.1.4
カラー塗装工：112（113）ｍ2、区画線工（消
去）：25（27）ｍ、区画線工（実線、白、Ｗ
＝15ｃｍ）260（250）ｍ

現地調査の結果、カラー塗装の面積が減少し、区
画線の延長が増加するもの。

R02309 月花橋始め２９橋／橋梁点検業務 月花橋始め２９橋 日進市全域 R02.5.29 8,173,000 R03.1.29 藤コンサル（株） R02.10.15 1,349,700 - R03.1.29

中央橋点検方法：地上点検→橋梁点検車（ＢＴ-100）、北新
跨道橋：車線切替規制（昼間２kmまで）　2（-）回、ブラ
ケット借用・返納　2（-）回、梅森台跨道橋：車線切替規制
1（-）式、点検方法：地上点検→高所作業車（夜間点検）

北新跨道橋及び梅森台跨道橋について、道路管理
者からの指導に基づき交通規制方法等を変更し 
うることに加え、中央橋及び梅森台跨道橋の点検
方法を現地精査のうえ変更するもの。

R02049
市税収納事務業務委託（単価契
約）

- 市役所 R02.4.1 3,504,820 R03.3.31
三菱ＵＦＪニコス
（株）

R02.10.8 - - R03.3.31
スマートフォン決済サービスを行う事業者に
おける市税の委託業務　一式

市税収納の利便性向上のため、１０月１日からコ
ンビニエンスストア等においてスマートフォン決
済にて収入すべき公金を受領できるようにするも
の。

R02142
高齢者定期予防接種業務委託（単
価契約）

-
市指定医療機関・保健セン
ター

R02.4.1 46,119,458 R03.3.31
一般社団法人　東名
古屋医師会

R02.10.1 - - R03.3.31
自己負担なし　10,742（8）人 
自己負担あり　-（8,974）人 
接種開始日　１０月１５日→１０月１日

新型コロナウイルス感染症対策の一環として高齢
者インフルエンザ予防接種の自己負担金と予防接
種の時期を変更するもの。

R02100 回想法事業業務委託 - 福祉情報センター R02.4.1 502,700 R03.3.31 日進おはなしひろば R02.10.16 -220000 - R03.3.31 回想法教室　２３（４８）回
新型コロナウイルス感染症対策の予防及び拡大防
止を目的とし、オープン回想法の開催を中止する
ため。

R02322a
にっしん市議会だより発行業務委
託その２（単価契約）

- 市役所 R02.5.29 1,729,200 R03.3.31 （株）愛知印刷工業 R02.12.25 - - R03.3.31

数量単位の変更 
　日進市議会だより16頁　デザイン代　号
（式） 
　日進市議会だより24頁　デザイン代　号
（式）

入札時において、日進市議会だよりのデザイン代
の数量単位を式としていたが、代金請求時に混乱
を招かないよう協議の結果、号と変更するもの。


