
変更契約状況一覧

令和３年度　第２四半期（７月～９月）

R03239
新型コロナウイルスワクチン接
種会場運営及びワクチン接種業
務委託

保健センター始め３箇所 R03.4.1 220,491,859 R03.8.31
エイジェック・公衆保
健協会共同企業体

R03.7.1 53,699,598 - R03.10.31

ワクチン接種会場業務従事者（看護師・事務）増員、
ワクチン接種業務従事者（医師・看護師）増員、ワク
チン接種会場駐車場整理業務従事者増員、ワクチン接
種会場シャトルバス運営業務追加、予約管理システム
改修

現地精査による設計変更

R03005
日進市総合情報システム保守業
務委託

市役所 R03.4.1 28,092,900 R04.3.31

（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

R03.7.30 -422,400 - R04.3.31
総合情報システムメイン回線の変更及びバックアップ
回線の停止

受注者との調整による設計変更

R03175
箕ノ手地内／公共下水道汚水管
渠埋設工事

日進市赤池町地内 R03.4.28 8,415,000 R03.8.26 名東建設工業（株） R03.8.18 -477,400 - R03.8.26
管渠工　VUφ150　Ｌ＝80（82）ｍ、取付管　VUφ100
Ｎ＝6（8）本、交通誘導警備員　Ｎ＝16（21）人

現地精査による設計変更

R03338
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 R03.7.21 14,685,000 R03.8.31
ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）　中部
支社

R03.8.23 - 119日間延長 R03.12.28 履行期間延長：119日間 天災地変等による履行期間延長

R03206
西小学校始め１３校清掃・消毒
作業業務委託

日進市浅田町始め１１地内 R03.4.1 3,864,300 R03.8.31
鹿島建物総合管理
（株）　中部支社

R03.8.27 29,700 - R03.8.31
学校共用部の清掃・消毒業務　69（72)日間　13校
分、4（-）日間　12校分

他事業の影響による設計変更

R03272
豊田川／堤防護岸調査測量設計
業務

日進市浅田町地内 R03.5.14 5,995,000 R03.8.31
（株）カナエジオマ
チックス

R03.8.27 - 14日間延長 R03.9.14 履行期間延長：14日間 天災地変等による工期延長

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

R03.8.30 367,840 - R07.2.28

リース対象物件の追加 
キーボード付きタブレットケース：9,462（7,500）個 
リース期間：48か月（令和3年9月1日から令和7年2月
28日まで）

現地精査による設計変更

R03272
豊田川／堤防護岸調査測量設計
業務

日進市浅田町地内 R03.5.14 5,995,000 R03.8.31
（株）カナエジオマ
チックス

R03.9.13 34,100 - R03.9.14

土質ボーリング　砂質土　7（5）ｍ、粘性土・シルト
0（1）ｍ、礫混じり土砂　7（6）ｍ、固結シルト・固
結粘土　2（3）ｍ 
標準貫入試験　砂質土　7（5）回、粘性土・シルト
0（1）回、固結シルト・固結粘土　2（3）回

現地精査による設計変更

R03322 奥廻間地内／舗装復旧工事 日進市藤枝町地内 R03.7.1 9,185,000 R03.9.27 （株）鈴木工務店 R03.9.21 -240,900 R03.9.27

車道舗装（市道、再生密粒As　ｔ＝50）A＝1,410
（1,420）ｍ２、歩道舗装（市道、再生密粒As　ｔ＝
30）A＝92（89）ｍ２、交通誘導警備員　N＝18（24）
人

現地精査による設計変更

R03334
小中学校教材用備品（体育）購
入

西小学校始め１１校 R03.7.21 2,045,780 R03.9.30 戸笠スポーツ R03.9.21 - 61日間延長 R03.11.30 履行期間延長：61日間 天災地変等による履行期間延長

R03318 相野山地内／側溝整備工事 日進市北新町地内 R03.7.1 1,628,000 R03.9.27 高木建設（株） R03.9.24 143,000 - R03.9.27

排水工　Ｕ型側溝　ＰＵ３－Ｂ２５０－Ｈ２５０　38
（41）ｍ、Ｕ型側溝　ＰＵ－Ｂ２５０－Ｈ３００　1
（-）ｍ、Ｕ型側溝　ＰＵ－Ｂ２５０－Ｈ３５０　2
（-）ｍ、撤去工　樹木抜根　1（-）本、樹木処分
0.4（-）t

現地精査による設計変更
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R03320 中島・向イ田線／舗装整備工事 日進市本郷町地内 R03.7.1 7,238,000 R03.9.29 幸村建設（株） R03.9.24 149,600 - R03.9.29

舗装工　表層工　989（955）m2、不陸整生工　989
（955）m2、溶融噴射式路面カラー塗装工　151
（159）m2、交通誘導警備員A　3（4）人、交通誘導警
備員B　8（4）人

現地精査による設計変更

R03321 豊田川／堤防道路整備工事 日進市梅森町地内 R03.7.1 5,368,000 R03.10.19 （株）伊豆原建設 R03.9.27 - 10日間延長 R03.10.29 工期延長：10日間 天災地変等による工期延長

R03297
学校給食センター下処理室・調
理室／蒸気配管等更新工事

日進市本郷町地内 R03.6.10 28,050,000 R03.9.29 （株）カケン R03.9.28 638,000 - R03.9.29

ストップバルブ更新（蒸気回転釜16基、消毒保管庫11
系統）27個、プロパンガス配管（溶接配管）L＝4.0
ｍ、着色アルミガラスクロスをアルミガラスクロスに
仕様変更　等

現地精査による設計変更

R03201
西小学校始め１５校水質調査等
業務委託

日進市浅田町始め１１地内 R03.4.1 3,032,728 R04.3.31 日進学校薬剤師会 R03.9.29 -662,200 - R04.3.31
プール水質検査、プール水中の総トリハロメタン検査
及び循環式ろ過装置の処理水の濁度調査の取止め

新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更

R02154
コミュニティサロン送迎バス運
行業務委託（長期継続契約・単
価契約）

北部福祉会館始め６館 R02.4.1 3,046,560 R05.3.31
（株）ワークシステム
サービス

R03.9.30 11,620 - R05.3.31 令和３年９月分から車両任意保険料の増額 現地精査による設計変更

R02520
東小学校／増築棟（放課後子ど
も総合プラン）建設設計業務
（ゼロ債務負担行為）

日進市米野木町地内 R03.3.4 5,361,200 R03.9.30
（株）野田建築設計事
務所

R03.9.30 261,200 15日間延長 R03.10.15

工期延長：15日間、地盤調査の実績による数量変更：
24.3（25.0）ｍ、面積確定等による必要法定手続き申
請の追加等（省エネ適判及び日影許可申請手数料の追
加、リサイクル計画書の作成取りやめ）　等

現地精査による設計変更及び工
期延長

R02522
西部保育園始め４施設／トイレ
改修工事

日進市赤池始め３地内 R03.3.17 31,977,000 R03.9.30 （株）作定工業 R03.9.30 1,573,000 R03.9.30
（東部福祉会館）1・2階天井施工範囲の追加、内装の
施工内容一部変更、（西部保育園、東部保育園、東部
福祉会館）給排水設備の仕様と施工の一部変更　等

現地精査による設計変更

R02523
北新田保育園始め３園／トイレ
改修工事

日進市北新町始め３地内 R03.3.17 25,740,000 R03.9.30 （株）山本工務店 R03.9.30 -388,300 R03.9.30

（北新田・梅森・三本木保育園）仮設計画の変更、便
器仕様の変更 
（梅森保育園）雑排水工事の追加、コンクリート工事
の追加 
（北新田保育園）塗装工事の追加、長尺シート施工の
追加

現地精査及び関連機関協議に伴
う設計変更

R03204
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 R03.4.1 46,023,890 R04.3.31
新生ビルテクノ（株）
名古屋支店

R03.9.30 -814,000 - R04.3.31

プール給湯器保守点検　小学校取りやめ、プール清掃
業務委託　小学校取りやめ、運動施設保守点検　小学
校バスケットゴール点検追加、窓ガラス清掃　東小学
校南庁舎取りやめ

新型コロナウイルス感染症対策
による設計変更

R03301
新型コロナウイルスワクチン緊
急配送業務委託

市内受任医療機関・保健セン
ター

R03.5.7 31,031,000 R03.9.30 ヤマト運輸（株） R03.9.30 14,636,416 151日間延長 R04.2.28
履行期間延長：151日、配送拠点使用料の変更、管
理、配送準備従事者数の変更、配送先市内受任医療機
関数等変更及び配送業務の変更、運用管理業務変更

現地精査による設計変更及び履
行期間延長

R03340
赤池モチロ３２号線／路肩擁壁
修繕工事

日進市赤池南地内 R03.8.5 4,620,000 R03.11.15 丸は建設（株） R03.9.30 - 32日間延長 R03.12.17 工期延長：32日間 天災地変等による工期延長


