
変更契約状況

令和３年度　第３四半期（１０月～１２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

R03.10.1 -52,888,910 61日間延長 R03.12.31

履行期間延長：61日間、駐車場整理業務：858（1,004）
人、シャトルバス運営業務：3.5（3）月、コールセン
ター業務：728（550）人、ワクチン接種業務　医師：228
（406）人、看護師：1,060（1,296）人　等

現地精査による設計変更及び工期
延期

R03295
赤池箕ノ手７号線始め３路線／
公共下水道汚水管渠埋設工事

日進市赤池町地内 R03.6.10 32,670,000 R03.11.29 （株）鈴木工務店 R03.10.4 - 81日間延長 R04.2.18 工期延長：81日間 他事業の影響による工期延長

R03294
中島・箕ノ手線／公共下水道汚
水管渠埋設工事

日進市赤池町地内 R03.6.10 23,100,000 R03.11.17 丸は建設（株） R03.10.5 - 58日間延長 R04.1.14 工期延長：58日間 他事業の影響による工期延長

R03319 安全施設設置工事 日進市全域 R03.7.1 3,146,000 R03.10.11 東祐工業（株） R03.10.11 -314,600 - R03.10.11

区画線工 
溶融噴射式路面カラー塗装工　赤　全面施工（100m2以上
～200m2未満）143（176）m2 
溶融噴射式路面カラー塗装工　緑・赤　ゼブラ施工
（20m2以上～50m2未満）33（36）m2

現地精査による設計変更

R03333
三井団地３号線始め２路線／汚
水管改築工事

日進市藤塚地内 R03.7.21 7,315,000 R03.11.8 （株）田口建設 R03.10.13 - 105日間延長 R04.2.21 工期延長：105日間
予定資材の入荷に期間を要したこ
とによる工期延長

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

R03.10.16 - 61日間延長 R03.12.31 履行期間延長：61日間 現地精査による工期延期

R03303 豊田川／緊急護岸修繕工事 日進市浅田町地内 R03.4.23 3,575,000 R03.10.20 （株）山本工務店 R03.10.18 - 131日間延長 R04.2.28 工期延長：131日間 施行条件等に関連する工期延長

R03284
スマートインター２号線始め６
路線／用地調査業務

日進市米野木町地内 R03.5.26 19,690,000 R04.3.10
（株）朝日設計事務
所

R03.10.22 4,615,600 - R04.3.10

用地幅杭設置測量　0.80ｋｍ、用地測量　9.5千ｍ2、図
書作成　12.1千ｍ２、公共用地境界確定協議　0.68km、
土地調書作成　12.1千m2、土地現地調査報告書作成
12.1千m2、添付図書作成12.1千m2

地元調整等による設計変更

R03088
第１層生活支援コーディネー
ター設置業務委託

日進市全域 R03.4.1 5,200,000 R04.3.31
（福）日進市社会福
祉協議会

R03.10.22 100,000 - R04.3.31 生活支援サポーター養成講座現場研修受入金の増額 地元調整等による設計変更

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 R03.10.27 -363,000 - R03.10.29
残土処理工　0（70）m2、暗渠排水管　VUφ400　7（-）
m、ヒューム管φ400　0（7）m

施行条件等に関連する設計変更

R03343
南ケ丘三丁目公園／複合遊具修
繕工事

日進市南ケ丘地内 R03.8.5 2,959,000 R03.11.30
モービルプランニン
グ（株）

R03.10.29 78,100 17日間延長 R03.12.17
工期延長：17日間、手摺パイプ亀裂溶接補修工　1（-）
式

現地精査による設計変更及び工期
延長

R03248
子どもの学習・生活支援事業業
務委託

日進市全域 R03.4.26 6,365,260 R04.3.31
一般社団法人みらい
学びクリエイト

R03.11.1 1,073,820 - R04.3.31 学習及び生活支援業務：４０（３０）名 施行条件等に関連する設計変更
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R03207
東小学校始め５校樹木等維持管
理業務委託

日進市米野木町始め５地内 R03.4.13 3,875,300 R03.11.15
日進コンクリート興
業（株）

R03.11.12 -18,700 - R03.11.15 処分量：9,140（10,000）kg 現地精査による設計変更

R03208
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 R03.4.13 3,509,000 R03.11.15
（株）梅森造園　日
進支店

R03.11.12 66,000 - R03.11.15 処分量：15,180（12,000）kg 現地精査による設計変更

R03324
南小学校始め５校／ガラス飛散
防止フィルム設置工事

日進市折戸町始め５地内 R03.7.1 21,945,000 R03.11.24 （有）大平建築 R03.11.19 396,000 - R03.11.24

透明フィルム　3,503.28（3,835.58）m2、型・スリガラ
ス用フィルム　751.78（703.45）m2、遮熱フィルム（透
過率36％）　176.12（127.09）m2、外貼り用透明フィル
ム　192.48（-）m2

現地精査による設計変更

R03316
日進市下水道広域化・共同化計
画策定業務

日進市全域 R03.6.24 7,150,000 R04.2.28
日本水工設計（株）
名古屋支社

R03.11.19 991,100 - R04.2.28 汚水適正処理構想の添付図面作成　１（-）式 施行条件等に関連する設計変更

R03414
新型コロナワクチン予防接種接
種券等緊急発行通知業務委託
（単価契約）

保健センター R03.10.27 5,807,945 R04.3.31 データライン（株） R03.11.19 377,135 - R04.3.31
封入物の内容及び部数の変更、データ処理数の変更、封
入作業の変更、納品時期の変更

施行条件等に関連する設計変更

R03332
五色園中央線／汚水管布設替工
事

日進市五色園地内 R03.7.21 11,264,000 R03.11.29 高木建設（株） R03.11.24 907,500 - R03.11.29

管きょ工　ＶＵφ150　Ｌ＝116.93（116.90）ｍ、足掛金
物撤去復旧　Ｎ＝25（-）本、取付管土工：掘削運搬処分
Ｖ＝33.8（23.7）ｍ３、埋戻　Ｖ＝22.6（12.8）ｍ３、
交通誘導警備員　Ｎ＝58（42）人

施行条件等に関連する設計変更

R03356
岩藤ゲートボール場／撤去改修
工事

日進市岩藤町地内 R03.9.24 3,850,000 R04.2.28 高木建設（株） R03.11.24 158,400 - R04.2.28 防草シート設置工　36（-）ｍ２ 現地精査による設計変更

R02454
コンビニ交付システム導入業務
委託

市役所 R02.11.19 30,580,000 R04.1.31

（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

R03.11.30 -220,000 - R04.1.31 Cisco製ファイアウォールASA　5506　本体B11：-（2）台 施行条件等に関連する設計変更

R03174 南山地内人孔内調査業務委託 日進市米野木地内 R03.4.13 2,090,000 R04.2.28
管清工業（株）　名
古屋支店

R03.12.2 14,300 - R04.2.28
人孔内調査：234（237）基、報告書作成：234（237）
基、交通誘導警備員　Ｎ＝10（8）人

現地精査による設計変更

R03349
香久山環状２号線／舗装整備工
事

日進市香久山地内 R03.9.8 10,780,000 R03.12.7
加藤建設（株）　東
部営業所

R03.12.6 950,400 - R03.12.7

舗装工　表層工　843（827）m2、不陸整生　71（56）m2
添加剤使用量　1.077（1.071）t／100m2、混合用乳剤使
用量　2.305（2.163）t／100m2
交通誘導警備員Ａ　9（5）人、交通誘導警備員Ｂ　28
（10）人

現地精査による設計変更

R03361
南ケ丘３８号線始め４路線／舗
装復旧工事

日進市南ケ丘地内 R03.9.24 5,830,000 R03.12.13 （株）伊豆原建設 R03.12.9 -133,100 - R03.12.13
舗装工　Ａ＝1,007（1,002）m2、交通誘導警備員　Ｎ＝
14（18）人

現地精査による設計変更

R03358 岩藤・五色園線／舗装整備工事 日進市岩藤町地内 R03.9.24 11,330,000 R03.12.23 （株）田口建設 R03.12.13 377,300 - R03.12.23

舗装工　表層　674（666）m2、基層　674（666）m2、路
上路盤再生工　674（655）m2、添加剤使用量　0.924
（0.910）t／100m2、混合用乳剤使用料　1.940（1.839）
t／100m2

現地精査による設計変更
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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） R03.12.15 696,300 - R03.12.17
場所打擁壁工　コンクリート　25（24）m3、円形型枠　4
（-）個、構造物撤去工　構造物とりこわし　10（9）
m3、安全費　交通誘導警備員Ａ　25（11）人

施行条件等に関連する設計変更

R03360 箕ノ手地内／舗装復旧工事 日進市赤池町地内 R03.9.24 8,030,000 R03.12.23 名東建設工業（株） R03.12.15 -78,100 - R03.12.23
車道舗装（私道、再生密粒Ａｓ　ｔ＝50）　Ａ＝1,430
（1,420）m2、交通誘導警備員　Ｎ＝14（18）人

現地精査による設計変更

R03370 東名側道南線／舗装整備工事 日進市米野木町地内 R03.10.20 4,730,000 R04.1.13 （株）伊豆原建設 R03.12.17 185,900 - R04.1.13

舗装工　表層　320（324）m2、基層　320（324）m2、不
陸整生　320（324）m2、撤去工　舗装版切断工　74
（31）m、濁水処理　0.3（0.1）m3、交通誘導警備員A　0
（3）人、交通誘導警備員B　17（9）人

現地精査による設計変更

R03021
市役所公用車車検及び１２ヶ月
点検等業務委託

市役所 R03.4.13 869,000 R04.3.31
（株）オリエント・
オートサービス　＿

R03.12.21 -33,000 - R04.3.31 点検：１台減、１２ヶ月点検：１台減 施行条件等に関連する設計変更

R03357 五色園９号線／舗装整備工事 日進市五色園地内 R03.9.24 13,035,000 R04.1.4 高木建設（株） R03.12.24 751,300 - R04.1.4

舗装工　1640（1540）m2、排水工　マンホール蓋取替・
高さ調整工　調整ブロック　t＝5cm　15（-）箇所、マン
ホール蓋取替・高さ調整工　調整ブロックなし　2（17）
箇所、撤去工　As殻運搬・処分　118（77）m3　等

現地精査による設計変更

R03026
市役所始め３箇所施設管理業務
委託

市役所始め３箇所 R03.4.1 15,180,000 R04.3.31 昭和建物管理（株） R03.12.24 -1,051,600 - R04.3.31 空調保守点検　1（2）回 施行条件等に関連する設計変更

R03365
新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金給付事務業務
委託その２

中央福祉センター R03.9.1 527,780 R03.12.28
社会福祉法人　日進
市社会福祉協議会

R03.12.28 656,920 93日間延長 R04.3.31 履行期間延長：93日間
施行条件等に関連する設計変更及
び工期延期


