
変更契約状況

令和２年度　第４四半期（１月～３月）

R02010
庁内ネットワーク機器保守等業
務委託

- 市役所 R02.4.1 7,361,244 R03.3.31
ＮＥＣネクサソ
リューションズ
（株）　中部支社

R03.1.8 -16,830 - R03.3.31

QX-S.3109TP基本部（AC）：3
（36）台、QX-S.1108GT-2G基本
部（AC）：38（-）台、SmartOn
IDクライアントインストールラ
イセンス（10）：4（-）組

現地精査による設計変更

R02015
日進市総合福祉システム保守業
務委託

- 市役所 R02.4.1 6,908,880 R03.3.31

（株）インテック
行政システム事業本
部　中部公共ソ
リューション部

R03.1.8 1,459,040 - R03.3.31

総合福祉システム運用管理業務
11（9）ヶ月、総合福祉ハード
ウェア保守業務　11（9）ヶ月、
障がい福祉業務システム保守委
託業務　11（9）ヶ月、障がい者
自立支援給付システム保守委託
業務

新システムへの更改遅延による
期間延長

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）

R03.2.15 0 - R03.3.31
コンビニエンスストア等並びに
スマートフォン決済サービス提
携先追加：ファミペイ

新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更

R02054 市内巡回バス案内業務委託 - 市役所 R02.4.1 3,713,175 R03.3.31
公益社団法人　日進
市シルバー人材セン
ター

R03.3.31 -19,029 - R03.3.31
市内巡回バス案内業務　３６１
（３６３）回

新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更

R02060
日進市中央環境センター管理業
務委託

-
日進市中央環境センター（エ
コドーム）

R02.4.1 12,658,879 R03.3.31
公益社団法人　日進
市シルバー人材セン
ター

R03.3.29 81,750 - R03.3.31 作業人：1,449（1,439）人
新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更

R02091
生活困窮者等自立相談支援事業
業務委託

- 市役所 R02.4.1 9,425,900 R03.3.31
社会福祉法人　日進
市社会福祉協議会

R03.3.31 1,333,200 - R03.3.31
業務量の増加に伴う相談支援員
等の単価の増額

新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更

R02095
手話奉仕員養成講座事業業務委
託

- 日進市全域 R02.4.1 1,251,800 R03.3.31
日進・長久手・東郷
聴覚障害者協会

R03.1.22 -1,161,820 - R03.3.31
手話奉仕員要請講座：-（40）
回、体験講座：1（2）回

新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更

R02099
ゆうゆう体操教室運営業務委託
（単価契約）

- 中央福祉センター R02.4.1 620,400 R03.3.31
社会福祉法人　日進
市社会福祉協議会

R03.3.22 0 - R03.3.31
ゆうゆう体操教室運営業務　-
（48）回

新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更
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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 R03.3.15 -52,800 - R03.3.31
オープン回想法の実施回数を２
３回から１７回に変更する。

新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更

R02175
野方三ツ池公園始め３公園水景
施設保守点検業務委託

- 野方三ツ池公園始め３公園 R02.4.1 4,180,000 R03.3.31 サンエイ工業（株） R03.3.30 -2,451,900 - R03.3.31

野方三ツ池公園　保守点検：2
（3）回、清掃及び簡易点検：0
（13）回、水質検査：0（2）回 
栄公園　清掃及び簡易点検：0
（5）回、水質検査：0（1）回

新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更

R02178
西部地区公園樹木等管理業務委
託

- 日進市西部地区 R02.4.9 11,869,000 R03.3.1 高木建設（株） R03.2.26 -23,100 - R03.3.1
刈草、剪定枝、落葉処分：
30,850（32,000）kg

現地精査による設計変更

R02183
都市計画マスタープラン及び緑
の基本計画改定支援業務

日進市全域 日進市全域 R02.4.9 4,510,000 R03.3.26
（株）国際開発コン
サルタンツ　名古屋
支店

R03.3.23 - 35日間延長 R03.4.30 履行期間延長：35日間
新型コロナウイルス感染症対策
による履行期間延長

R02190
（仮称）日進北部土地区画整理
事業地内／発起人会支援業務委
託

（仮称）日進北部土地
区画整理事業地内

日進市北新町地内 R02.4.9 3,080,000 R03.3.15
中央コンサルタンツ
（株）

R03.3.10 - 14日間延長 R03.3.29 工期延長：14日間 地元等調整に伴う工期延長

R02191
（仮称）日進北部土地区画整理
事業地内／土壌汚染調査業務委
託

（仮称）日進北部土地
区画整理事業地内

日進市北新町地内 R02.4.9 5,390,000 R03.3.15
川崎地質（株）　中
部支社

R03.2.1 -1,424,500 - R03.3.15
打合せ協議：4（3）回、表層土
壌調査：-（１）式、土壌調査：
１（-）式

現地精査による設計変更

R02224
西小学校始め１５校施設管理業
務委託

- 日進市浅田町始め１１地内 R02.4.1 46,156,000 R03.3.31
鹿島建物総合管理
（株）　中部支社

R03.3.30 3,729,000 - R03.3.31

新型コロナウイルス感染症対策
による変更 
　共用部消毒清掃業務の追加：2
（-）月

新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更

R02247 旧市川家住宅管理業務委託 - 旧市川家住宅 R02.4.1 1,844,504 R03.3.31
公益社団法人　日進
市シルバー人材セン
ター

R03.1.29 -342,662 - R03.3.31
旧市川家住宅管理業務：175
（215）日、材料代：10（12）月

新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更
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R02249 図書資料装備納入等業務委託 - 図書館 R02.4.1 26,541,900 R03.3.31 （有）日進書房 R03.3.18 447,292 - R03.3.31
図書資料の冊数の変更　変更前
１０，２２０冊　変更後　１
０，４４５冊

現地精査による設計変更

R02269
特定健診データ分析及び受診勧
奨等業務委託（単価契約）

- 日進市全域 R02.5.1 5,991,700 R03.3.24
（株）キャンサース
キャン

R03.3.5 0 - R03.3.24 発送時期の変更
新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更

R02270 公園除草業務委託 - 市内公園 R02.5.1 13,781,536 R03.2.28
公益社団法人　日進
市シルバー人材セン
ター

R03.2.10 -1,720,537 - R03.2.28

機械除草工：165,993
（191,283）m2、除草回数：230
（275)回、写真回数：230
（275）回

天候不順による設計変更

R02271
箕ノ手地内／名称地番変更図書
作成業務

箕ノ手地内 日進市赤池町地内 R02.5.1 5,610,000 R03.3.26
玉野総合コンサルタ
ント（株）

R03.3.17 79,200 - R03.3.26

所在図コピー：6（5）戸、登記
要約書照会：169（163）戸、不
突合処理調書作成10（9）件、不
突合処理冬季申請書作成：10
（9）件

関係機関協議に伴う設計変更

R02272
大規模盛土造成地変動予測調査
（１．５次スクリーニング）業
務委託

日進市全域 日進市全域 R02.5.1 8,030,000 R03.3.12
玉野総合コンサルタ
ント（株）

R03.2.19 -44,000 - R03.3.12
オートマチックラムサウンディ
ング：121.1（150）m、有識者意
見徴収：3（2）回

現地精査による設計変更

R02282
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 R02.5.1 16,500,000 R03.2.1 三幸土木（株） R03.1.29 993,300 - R03.2.1
除草工：120,000（110,000）ｍ
2、刈草処分：59,500（73,000）
kg

現地精査による設計変更

R02283
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 R02.5.1 15,290,000 R03.2.1 丸は建設（株） R03.1.29 1,394,800 - R03.2.1
除草工：113,000（103,000）ｍ
2、刈草処分：67,400（62,000）
kg

現地精査による設計変更

R02284
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 R02.5.1 15,180,000 R03.2.1 名東建設工業（株） R03.1.29 220,000 - R03.2.1
集草・積込・運搬・荷卸：6,100
（-）m2、刈草処分：70,200
（76,000）kg

現地精査による設計変更
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R02285
中部地区道路草刈作業等業務委
託

- 中部地区 R02.5.1 15,213,000 R03.3.1 高木建設（株） R03.2.25 216,700 - R03.3.1 刈草処分：60,100（50,000）kg 現地精査による設計変更

R02286
南部地区道路草刈作業等業務委
託

- 南部地区 R02.5.1 13,200,000 R03.3.1 （株）伊豆原建設 R03.2.25 302,500 - R03.3.1
道路除草工：53,200（52,800）
m2、刈草処分：38,000
（27,200）kg

現地精査による設計変更

R02287
北部地区道路草刈作業等業務委
託

- 北部地区 R02.5.1 13,970,000 R03.3.1 （株）中京工事 R03.2.25 396,000 - R03.3.1
道路除草工：52,600（51,100）
m2、刈草処分：49,400
（46,100）kg

現地精査による設計変更

R02306
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 R02.5.29 4,675,900 R03.2.26 愛知用水土地改良区 R03.2.22 -153,900 - R03.2.26 契約金額の変更 現地精査による設計変更

R02310
本郷町地内／公共下水道管渠詳
細設計業務

南部処理区 日進市本郷町地内 R02.5.29 46,200,000 R03.2.26
日本水工設計（株）
名古屋支社

R03.2.24 -619,300 - R03.2.26

管渠詳細設計：開削工法
（1,200m未満）L＝5,051.5
（5,711）ｍ、推進工法（刃口、
小口径）L＝390.6（67）ｍ、マ
ンホール形式ポンプ　N＝1（2）
箇所 
測量業務：路線測量他　L＝
5,053（5,231）m

現地精査による設計変更

R02316
香久山地区街路樹維持管理業務
委託

- 日進市香久山地区 R02.5.29 11,974,600 R03.3.15
日進コンクリート興
業（株）

R03.3.12 1,623,600 - R03.3.15

剪定工　高木剪定（冬季　幹周
60ｃｍ以上120ｃｍ未満）：74
（-）本、刈草処分：31,960
（29,800）kg、安全費　交通誘
導員B：24（18）人、撤去工　高
木撤去（幹周60ｃｍ以上120ｃｍ
未満）：1（-）本

現地精査による設計変更

R02317
西部地区街路樹維持管理業務委
託

- 日進市西部地区 R02.5.29 9,581,000 R03.3.15 生田ガーデン（株） R03.3.12 1,339,800 - R03.3.15

剪定工　高木剪定（冬季）：446
（428）本、高木剪定（夏季）：
88（75）本、撤去工：１（-）
式、刈草処分：20,930
（17,000）kg、安全費　交通誘
導員B：15（13）人

現地精査による設計変更

R02318
中部地区街路樹維持管理業務委
託

- 日進市中部地区 R02.5.29 9,130,000 R03.3.15 （株）武田造園 R03.3.12 309,100 - R03.3.15
剪定工　高木剪定（夏季）：12
（-）本、刈草処分：25,260
（24,300）kg

現地精査による設計変更
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R02319
北部地区街路樹維持管理業務委
託

- 日進市北部地区 R02.5.29 9,955,000 R03.3.15 高木建設（株） R03.3.12 2,633,400 - R03.3.15

剪定工　高木剪定：465（157）
本、除草工：16,400（15,400）
m2、刈草処分：13,400
（15,000）ｋｇ、安全費：交通
誘導員（B)：20（16）人

現地精査による設計変更

R02333 公園砂場起し業務委託 - 市内公園 R02.6.18 1,574,471 R03.3.8
公益社団法人　日進
市シルバー人材セン
ター

R03.3.3 - 23日間延長 R03.3.31 履行期間延長：23日間 天候不順による履行期間延長

R02337 下水道台帳作成業務
南部・北部・梅森処理
区

日進市全域 R02.6.18 7,810,000 R03.2.26 （株）中測技研 R03.2.18 301,400 - R03.2.26
下水道台帳作成　取付管調査：
972（888）箇所

現地精査による設計変更

R02346 箕ノ手地内／舗装復旧工事 箕ノ手地内 日進市赤池町地内 R02.7.2 22,330,000 R02.10.15 日進管工（株） R03.3.4 69,300 - R03.3.16

車道舗装（市道）表層（再密Ａ
ｓ　ｔ＝50）Ａ＝3,470
（3,550）m2、表層・基層（再密
Ａｓ　ｔ＝50，再粗Ａｓ　ｔ＝
50）Ａ＝63（60）m2、歩道舗装
（市道）表層（再密Ａｓ　ｔ＝
30）Ａ＝407（340）m2　他

現地精査による設計変更

R02360
日進市広域化・共同化計画策定
業務

日進市全域 日進市全域 R02.7.9 4,180,000 R03.2.28
日本水工設計（株）
名古屋支社

R03.2.24 815,100 - R03.2.28
供用開始区域図作成：一式、収
集資料複写代：一式

現地精査による設計変更

R02362
（仮称）東郷スマートインター
チェンジ補償検討予備調査業務

（仮称）東郷スマート
インターチェンジ

日進市米野木町地内 R02.7.9 12,650,000 R03.3.24 （株）新日 R03.3.8 17,600 - R03.3.24

【予備調査】関係資料収集：１
権利者　企業内容等調査：１事
業所　敷地使用実態の調査：１
事業所　駐車場等の使用実態追
加調査：１事業所　移転計画案
の作成：１事業所

新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更

R02375
総合運動公園／多目的芝生広場
新設工事

総合運動公園 日進市岩藤町地内 R02.8.4 14,300,000 R03.2.26 丸は建設（株） R03.2.15 2,249,500 - R03.2.26

敷地造成工　残土処理：320
（190）m3、園路広場整備工　購
入土：125（-）m3、構造物撤去
鉄筋CO：8（3）m3、伐採工　樹
木（幹・枝）：29.2（26.9）t、
樹木（根株）：7.8（14.0）t、
仮設工　敷鉄板：16（-）枚

現地精査による設計変更

R02376a
小中学校ネットワーク整備業務
委託

- 西小学校始め１６箇所 R02.9.1 297,737,000 R03.3.26
アプロ通信（株）
中部支社

R03.2.17 2,403,280 - R03.3.26

電源キャビネット：4台、電源
タップ（電源キャビネット
用）：250本、電源タップ（無線
ディスプレイアダプタ用）：250
本、校内LAN用ケーブル：260
本、HDMIケーブル（無線ディス
プレイアダプタ用）：30本　追
加

現地精査による設計変更
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変更契約日契約業者 変更期間物　件　名 場　所路線等の名称物件番号 当初工期

当初契約額
（税込み）[円]

契約日 変更理由

R02379
豊田川／堤防護岸測量及び詳細
設計業務

豊田川 日進市赤池町始め２地内 R02.8.11 6,798,000 R03.2.1 藤コンサル（株） R03.1.22 -223,300 - R03.2.1
基準点測量　3級基準天測量　-
（2）点、4級基準点測量　6
（4）点

現地精査による設計変更

R02379
豊田川／堤防護岸測量及び詳細
設計業務

豊田川 日進市赤池町始め２地内 R02.8.11 6,798,000 R03.2.1 藤コンサル（株） R03.1.29 - 28日間延長 R03.3.1 工期延長：28日間 関係機関協議に伴う工期延長

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 R03.2.12 3,394,600 - R03.2.17
マンホール蓋替工：25（11）箇
所、交通誘導警備員：48（27）
人

現地精査による設計変更

R02389
南ケ丘一丁目始め３地内／汚水
管改築工事

南ケ丘一丁目始め３地
内

日進市南ケ丘地内 R02.9.2 34,650,000 R03.3.8 （株）山本工務店 R03.3.4 7,926,600 - R03.3.8

中込め工φ200　Ａ＝1.44（-）
m3、組立１号マンホール　Ｎ＝5
（4）基、組立Ａ１号マンホール
Ｎ＝2（-）基、建込引抜　Ｈ＝
3.5ｍ　Ｌ＝101（32）m、交通誘
導警備員　Ｎ＝212（66）人

現地精査による設計変更

R02400 五色園７号線／歩道整備工事 五色園７号線 日進市五色園地内 R02.9.24 10,395,000 R03.2.11 高木建設（株） R03.2.9 591,800 - R03.2.11

舗装工　乗入舗装工：96（88）
m2、舗装舗装工：230（238）
m2、オーバーレイ工：15（-）
m2、撤去工　As殻運搬処分：23
（16）m2、排水工　街渠桝上部
修繕工：9（7）箇所

現地精査による設計変更

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） R03.1.19 27,500 - R03.1.29
集水桝工：1（2）基、ＰＵ3-
250：39（40）ｍ

現地精査による設計変更

R02406
相野山福祉会館／屋上防水改修
工事

相野山福祉会館 日進市北新町地内 R02.9.24 9,350,000 R03.1.22
カトー建材工業
（株）

R03.1.21 2,134,000 - R03.1.22

外壁妻面の施工数量調査及び調
査に伴う足場設置：1（-）式、
外壁面のクラック補修及び漏水
改修：1（-）式、外壁アルミス
パンドレル取合及び外壁塗装面
の目地部シーリング打ち：1（-
）式、脱気筒設置：4（-）箇所

現地精査による設計変更

R02418 国道１５３号／防犯灯設置工事 国道１５３号 日進市浅田町地内 R02.10.16 2,552,000 R03.2.26 宮永電設（株） R03.1.19 119,900 - R03.2.26

防犯灯工事　連接工：-（8）ス
パン、仮設費　コンパネ：20（-
）枚、交通誘導警備員Ｂ：5
（6）人、交通誘導警備員Ａ：5
（-）人

関係機関協議に伴う設計変更



変更契約状況

令和２年度　第４四半期（１月～３月）

変更概要変更工期
変更額

（税込み）[円]
変更契約日契約業者 変更期間物　件　名 場　所路線等の名称物件番号 当初工期

当初契約額
（税込み）[円]

契約日 変更理由

R02419 南山の手線／舗装整備工事 南山の手線 日進市折戸町地内 R02.10.16 19,470,000 R03.1.25 （株）伊豆原建設 R03.1.20 -265,100 - R03.1.25

切削オーバーレイ（２層）　Ａ
＝1,300（1,340）m2、不陸整生
Ａ＝1,300（1,340）m2、交通誘
導警備員Ａ　9（7）人、交通誘
導警備員Ｂ　20（14）人

関係機関協議に伴う設計変更

R02420 南ケ丘１号線／舗装整備工事 南ケ丘１号線 日進市南ケ丘地内 R02.10.16 8,195,000 R03.1.11 日進管工（株） R03.1.6 577,500 - R03.1.11
表層（車道・路肩部）Ａ＝
765(759)m2、路上路盤再生工
Ａ＝765(759)m2

現地精査による設計変更

R02421
北小学校始め２校／屋上防水改
修工事

北小学校始め２校 日進市岩崎町始め２地内 R02.10.16 19,349,000 R03.3.1 重喜防水工業（株） R03.2.26 561,000 - R03.3.1

北小学校　　北校舎及び渡り廊
下防水改修（塗膜防水）北校舎
昇降口の追加等 1,037.9
（957.0）m2、日進中学校　管理
棟防水改修（塗膜防水）　X-
1,X-2工法の面積変更等　932.2
（932.2）m2

現地精査による設計変更

R02422
市民会館／電気設備（高圧線引
込・変圧器）更新工事

市民会館 日進市折戸町地内 R02.10.16 14,410,000 R03.3.10
ナニワ電気工業
（株）

R03.3.9 88,000 - R03.3.10

6.6kV架橋ポリ絶縁耐熱シース
ケーブル：178（255）m、600V耐
熱性ポリエチレン絶縁電線
（5.5）：133（119）m、厚鋼電
線管（G82）：124（104）m、
600V耐熱性ポリエチレン絶縁電
線（14）：178（-）m　他

現地精査による設計変更

R02429
東部福祉会館／トイレ改修設計
業務

東部福祉会館 日進市米野木町地内 R02.10.21 2,299,000 R03.1.4
（株）岩崎設計事務
所

R03.1.4 - 25日間延長 R03.1.29 履行期間延長：25日間 現地精査による履行期間延長

R02430
赤池モチロ３２号線／測量及び
路肩補強対策検討業務

赤池モチロ３２号線 日進市赤池南地内 R02.10.21 3,773,000 R03.2.26 藤コンサル（株） R03.1.15 -121,000 - R03.2.26

機械ボーリング（φ66）（砂・
砂質土　5.7（2.0）ｍ、礫交じ
り土砂　-（6.0）ｍ、固結シル
ト・固結粘土　3.5（2.0）ｍ、
粘性土・シルト　0.9（-）ｍ）
他

現地精査による設計変更

R02431
（仮称）東郷スマートインター
下り線ランプ始め５路線／修正
予備設計業務

（仮称）東郷スマート
インター下り線ランプ
始め５路線

日進市米野木町地内 R02.10.21 15,290,000 R03.3.10
（株）フジヤマ　名
古屋支店

R03.3.8 2,412,300 - R03.3.10

測量業務　一式、設計業務　道
路予備修正設計（Ｂ）（歩道な
し・あり）1.28km、地下横断横
断歩道修正予備設計　1箇所、道
路横断函渠予備設計　2箇所、擁
壁・補強土修正予備設計　2箇所
外

現地精査による設計変更

R02434
北新田保育園始め２園／屋上防
水等改修工事

北新田保育園始め２園 日進市北新町始め２地内 R02.11.5 13,922,458 R03.2.26
（株）シンエイライ
フ

R03.2.25 387,442 - R03.2.26

正門の塗装・屋外階段踏面ウレ
タン塗膜防水・屋外階段ササラ
破損部ガルバリウム鋼板巻き及
び塗装・ビニル床シートの施工
追加

現地精査による設計変更



変更契約状況

令和２年度　第４四半期（１月～３月）

変更概要変更工期
変更額

（税込み）[円]
変更契約日契約業者 変更期間物　件　名 場　所路線等の名称物件番号 当初工期

当初契約額
（税込み）[円]

契約日 変更理由

R02436
香久山環状２号線／舗装整備工
事

香久山環状２号線 日進市香久山地内 R02.11.5 10,780,000 R03.2.8
加藤建設（株）　東
部営業所

R03.1.22 984,500 - R03.2.8

表層工：882（876）m2、路上路
盤再生工：882（876）m2、添加
剤使用量：1.082（1.071）t／
100m2、混合用乳剤使用量：
2.316（2.163）t／100m2、交通
誘導警備員Ａ：8（5）人、交通
誘導警備員Ｂ：26（10）人

現地精査による設計変更

R02437
北新田・三本木線／舗装整備工
事

北新田・三本木線 日進市岩藤町地内 R02.11.5 12,375,000 R03.2.15 （株）鈴木工務店 R03.2.8 92,400 - R03.2.15
切削オーバーレイ（ｔ＝10cm）
860（840）m2

現地精査による設計変更

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

R03.2.16 - 19日間延長 R03.3.17 工期延長：19日間 現地精査による工期延長

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

R03.3.12 387,200 - R03.3.17

No.2終沈スカム移送ポンプ修繕
部品追加：一式、No.2初沈スカ
ム移送ポンプ修繕　部品追加：
一式、初沈水路エア配管バルブ
取替修繕　部品追加：一式

現地精査による設計変更

R02439
学校給食センター／宅内配管改
修工事

学校給食センター 日進市本郷町地内 R02.11.5 18,139,000 R03.2.26 （株）カケン R03.2.25 - - R03.2.26
圧送管布設工：89.20（102.80）
ｍ、雨水配管：94.10（103.20）
ｍ、電気工事：1（-）式

現地精査による設計変更

R02440a
総合運動公園／プールろ過装置
ポンプ等更新工事

総合運動公園 日進市岩藤町地内 R02.11.11 2,156,000 R03.3.10 （株）三協 R03.3.9 - - R03.3.10

ポンプ側ゲートバルブ仕様変
更：15A樹脂製（15A　MN型） 
滅菌器配管側ボールバルブ：0
（4）個

関係機関協議に伴う設計変更

R02451
中央福祉センター／機械浴槽更
新工事

中央福祉センター 日進市蟹甲町地内 R02.11.20 8,668,000 R03.2.26 （株）カケン R03.2.25 220,000 - R03.2.26
土間タイル補修：1m2、既設立上
り配管撤去：4箇所

現地精査による設計変更

R02452
日進中学校／プール槽塗装改修
工事

日進中学校 日進市本郷町地内 R02.11.20 5,225,000 R03.3.10 （株）鈴木工務店 R03.3.8 319,000 - R03.3.10
モルタル撤去厚：ｔ40（ｔ30）
程度、プール床面の補修方法及
び補修範囲の変更

現地精査による設計変更



変更契約状況

令和２年度　第４四半期（１月～３月）

変更概要変更工期
変更額

（税込み）[円]
変更契約日契約業者 変更期間物　件　名 場　所路線等の名称物件番号 当初工期

当初契約額
（税込み）[円]

契約日 変更理由

R02455
折戸前田線／道路照明灯ＬＥＤ
化工事

折戸前田線 日進市折戸町地内 R02.12.4 4,231,370 R03.3.10
ユタカテクノス
（株）

R03.3.5 1,056,330 - R03.3.10
ポール付属品（ソケット）：17
（-）基

現地精査による設計変更

R02456
五色園団地汚水処理場／屋根改
修工事

五色園団地汚水処理場 日進市岩藤町地内 R02.12.4 15,180,000 R03.3.4 （株）山本工務店 R03.2.4 - 14日間延長 R03.3.18 工期延長：14日間 現地精査による工期延長

R02456
五色園団地汚水処理場／屋根改
修工事

五色園団地汚水処理場 日進市岩藤町地内 R02.12.4 15,180,000 R03.3.4 （株）山本工務店 R03.3.12 600,600 - R03.3.18
既設屋根張替：10（-）m2、既設
壁張替：13（-）m2

現地精査による設計変更

R02459
上納池体育館／空調設備設置工
事

上納池体育館 上納池スポーツ公園 R02.12.9 30,648,750 R03.3.10 （株）ケイデン R03.3.9 -24,750 - R03.3.10

既設壁仕上げ撤去復旧範囲：36
（98.4）m2、屋外ドレン配管
VP40：5.5（11.8）m、VP25：
16.4（5.8）m、屋内ドレン配管
VP40：5.5（27.5）m、VP25：
27.4（9.1）m、リアクトル更
新：1台、有圧扇用防護カバー：
10台

現地精査による設計変更

R02466 水路工作物調査業務 日進市全域 日進市全域 R02.12.3 4,620,000 R03.3.10
（株）パスコ　名古
屋支店

R03.3.8 876,700 - R03.3.10 現地調査：32.9（27.0）km 現地精査による設計変更

R02467 道路台帳加除修正業務 日進市全域 日進市全域 R02.12.3 5,280,000 R03.3.10
中央コンサルタンツ
（株）

R03.3.8 444,400 - R03.3.10 路線図デジタル化：17（14）km 現地精査による設計変更

R02469
市役所始め１０施設／トイレ改
修工事

市役所始め１０施設 日進市蟹甲町始め７地内 R02.12.17 27,731,000 R03.3.10 足立工業（株） R03.3.9 0 - R03.3.10

電気工事の追加（市役所・総合
運動公園）、天井撤去復旧工事
の取りやめ（市役所）、トイレ
ブースドア開き勝手変更の取り
やめ（スポーツセンター・図書
館・岩崎台香久山福祉会館・相
野山福祉会館）　他

現地精査による設計変更

R02470 西部保育園／駐車場整備工事 西部保育園 日進市赤池地内 R02.12.17 3,080,000 R03.2.26 丸は建設（株） R03.2.25 381,700 - R03.2.26

砂場外周ブロック布設　既設再
利用：-（1）式、基礎工：22（-
）m、ブロック積：22（-）m、天
端ゴム移設：22（-）m、排水管
設置：1（-）式、電灯移設工
保護管　PF2.2,2重管：3（-）
束、電線VVE2.0：70（-m）　他

現地精査による設計変更



変更契約状況

令和２年度　第４四半期（１月～３月）

変更概要変更工期
変更額

（税込み）[円]
変更契約日契約業者 変更期間物　件　名 場　所路線等の名称物件番号 当初工期

当初契約額
（税込み）[円]

契約日 変更理由

R02471
香久山調整池始め２調整池／樹
木伐採工事

香久山調整池始め２調
整池

日進市香久山始め２地内 R02.12.17 7,700,000 R03.3.10
（株）梅森造園　日
進支店

R03.3.9 2,079,000 - R03.3.10 伐採等刈取工：454（255）m2 現地精査による設計変更

R02473
日進中学校管理棟／普通教室改
修工事

日進中学校管理棟 日進市本郷町地内 R02.12.17 14,179,000 R03.3.10 （株）作定工業 R03.3.9 330,000 - R03.3.10

壁用換気レジスター：2（-）箇
所、床ポリマーモルタル修補：
13.9（155.2）m2、SOP塗装（木
部）：25.9（73.3）m2、EP-G塗
装（木部）：47.5（-）m2、グラ
スウール充填：18.8（-）m2　等

現地精査による設計変更

R02474
相野山福祉会館／電動カーテン
修繕工事

相野山福祉会館 日進市北新町地内 R02.12.17 2,420,000 R03.3.10 東洋建設（株） R03.3.8 495,000 - R03.3.10 電動カーテン更新：８（６）台 現地精査による工期延長

R02475
小中学校学習者用タブレット端
末リース（長期継続契約）

- 西小学校始め１５校 R02.12.17 6,247,780 R06.12.31
共友リース（株）
本店営業部

R03.2.17 -316,580 59日間延長 R07.2.28

キーボード付きタブレットケー
ス：7,500（9,462）個 
リース期間：令和３年３月１日
から令和７年２月２８日まで
（令和３年１月１日から令和６
年１２月３１日まで）

新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更

R02484
介護保険システム等改修（介護
報酬等改定）業務委託

- 市役所 R03.1.19 16,379,000 R03.3.31
ＮＥＣネクサソ
リューションズ
（株）　中部支社

R03.3.25 -5,582,500 - R03.3.31

認定ソフト2018のバージョン
アップ：-（1）式、介護予防・
日常生活支援総合事業利用者に
関する認定ソフトとの連携機能
追加：-（1）式

国からの仕様発出に遅れが生じ
たことによる設計変更

R02487 小学校卒業記念品購入 - 西小学校始め９校 R03.1.19 1,115,400 R03.2.26 （有）日進書房 R03.2.8 -3,218 - R03.2.26
東京書籍　ニューホライズン英
和辞典「第８版」特装
版:1,037(1,040）冊

現地精査による設計変更

R02490 南部福祉会館／浄化槽改修工事 南部福祉会館 日進市折戸町地内 R03.1.27 1,815,000 R03.3.10 東洋建設（株） R03.3.9 176,000 - R03.3.10
槽内仕切り板取替：１（-）枚、
既設仕切り板撤去処分：1（-）
式

現地精査による設計変更

R02491
西小学校始め１２校／消防設備
改修工事

西小学校始め１２校 日進市浅田町始め１０地内 R03.1.27 4,180,000 R03.3.10 内外物産（株） R03.3.8 44,000 - R03.3.10
梨の木小学校光電式スポット型
感知器（露出2種）：26（23）個

現地精査による設計変更



変更契約状況

令和２年度　第４四半期（１月～３月）

変更概要変更工期
変更額

（税込み）[円]
変更契約日契約業者 変更期間物　件　名 場　所路線等の名称物件番号 当初工期

当初契約額
（税込み）[円]

契約日 変更理由

R02505
新型コロナウイルスワクチン予
防接種接種券等印刷及び発行通
知業務委託（単価契約）

- 保健センター R03.1.7 8,897,735 R03.5.31 データライン（株） R03.3.10 708,015 122日間延長 R03.9.30

履行期間延長：122日、封入物の
内容及び部数の変更、封入封緘
作業の変更、異動者の抜き取り
及び追加作成、多言語対応が必
要な人の抽出業務追加

国の手引きの変更及び新たな追
加項目が示されたことによる設
計変更

R02515
北庁舎１階／緊急空調機更新工
事

北庁舎１階 市役所 R03.2.9 2,750,000 R03.3.10 （株）カケン R03.3.9 0 - R03.3.10

①室外機型番変更、②天井点検
口設置：1（-）設置、③室内機
ワイドパネル設置、④冷暖房切
替用リモコン及び外部ボックス
設置

現地精査による設計変更

R02519 教科書及び指導書購入 - 西小学校始め１５校 R03.3.4 13,885,673 R03.3.26 （有）日進書房 R03.3.23 219,619 - R03.3.26 発注数量の変更 現地精査による設計変更

R02527
新型コロナウイルスワクチン接
種体制確保及び接種業務委託

-
保健センターほか会場２か
所、コールセンター１か所

R03.2.26 314,355,085 R03.10.31
エイジェック・公衆
保健協会共同企業体

R03.3.15 -220,491,860 - R03.10.31
ワクチン接種会場運営業務：-
（１）式、ワクチン接種業務：-
（１）式

国庫負担金交付年度に変更が
あったことよる設計変更


