
変更契約状況

令和４年度　第３四半期（１０月～１２月）

R03045
防災行政無線新スプリアス対応
更新業務委託

市役所はじめ５３箇所 R03.4.13 68,750,000 R04.3.18
（株）日立国際電気
中日本支社

R04.11.30 198,000 90日間延長 R05.2.28
履行期間延長：90日間、無線局
変更申請　1（-）式

社会通念上、受注者の責に帰す
ることができない場合によるも
の。発注時において確認困難な
要因に基づくもの。

R04264
日進中学校特別教室・武道場棟
／外壁・屋上防水改修工事

日進市本郷町地内 R04.5.23 39,953,760 R05.1.31 （有）大平建築 R04.12.20 1,184,040 - R05.1.31

外壁改修工　ひび割れ補修（0.2
ｍｍ）　0（219.9）ｍ、ひび割
れ補修（0.2ｍｍ以上1.0ｍｍ未
満）　96.8（85.5）ｍ、ひび割
れ補修（1.0ｍｍ以上）　72.1
（-）ｍ　等

発注時において確認困難な要因
に基づくもの。

R04266
西小学校始め９校／特別教室等
空調設備設置工事

日進市浅田町始め９地内 R04.7.6 235,188,800 R05.3.10
（株）カケン　日進
支店

R04.12.20 7,539,400 - R05.3.10

西小学校特別支援教室空調設置
1（-）室、南小学校電気幹線設
備設置　95（-）ｍ、西小学校始
め９校　配管ルート変更　1（-
）式、換気扇及び天井点検口数
量変更　1（-）式

発注時において確認困難な要因
に基づくもの。

R04289
栄本郷線始め３路線／公共下水
道汚水管渠埋設工事

日進市本郷町地内 R04.6.14 44,550,000 R04.12.26 名東建設工業（株） R04.12.13 - 51日間延長 R05.2.15 工期延長：51日間
関連する他工事の遅れ等による
請負者の請求によるもの。

R04290 北棟・南棟／教室改修工事 日進北中学校 R04.6.14 10,615,000 R04.10.11 浅井建設（株） R04.10.6 - - R04.10.11
生徒用ロッカー　1（-）箇所、
普通教室サイン　0（2）箇所

地元調整等の処理による発注後
に発生した外的条件によるも
の。

R04308
赤池箕ノ手３号公園／公園整備
工事

日進市赤池町地内 R04.6.14 22,000,000 R04.12.15 丸は建設（株） R04.10.11 - 78日間延長 R05.3.3 工期延長：78日間
社会通念上、受注者の責に帰す
ることができない場合によるも
の。

R04332
赤池・浅田２号線／道路詳細設
計業務

日進市浅田町地内 R04.7.13 8,239,000 R04.12.12
（株）オリエンタル
コンサルタンツ　中
部支社

R04.11.22 - 78日間延長 R05.2.28 履行期間延長：78日間
社会通念上、受注者の責に帰す
ることができない場合によるも
の。
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R04335 豊田川／堤防道路整備工事 日進市梅森町地内 R04.7.20 4,675,000 R04.10.28 （株）伊豆原建設 R04.10.26 -484,000 - R04.10.28

砕石舗装工　下層路盤　179
（170）ｍ２、排水構造物工　Ｕ
型側溝　ＰＵ－Ｂ３００－Ｈ３
００　4（6）ｍ、集水桝　1
（2）箇所、防護柵工　ネット
フェンス　Ｈ＝1500　3（5）
ｍ、防護柵設置　3（4）ｍ

設計図書の施行条件と工事現場
の不一致があったことよる発注
時において確認困難な要因によ
るもの。

R04336
南部浄化センター／汚泥処理設
備No.２ケーキコンベア修繕工
事

日進市浅田町地内 R04.7.20 2,596,000 R05.1.6
クボタ環境エンジニ
アリング（株）　中
部支店

R04.12.26 - 63日間延長 R05.3.10 工期延期：63日間
社会通念上、受注者の責に帰す
ることができない場合によるも
の。

R04350 丸山地内／道路整備工事 日進市米野木町地内 R04.8.3 3,960,000 R04.12.20 （株）田口建設 R04.11.24 187,000 - R04.12.20

路床改良（セメント安定処理）
118（-）ｍ３、路盤工　ｔ＝150
152（156）ｍ２、排水路構造物
工　PU3-250×250　30（31）
ｍ、横断側溝　250×250　1.5
（2）ｍ、撤去工　舗装版切断
10（7）ｍ２、Ａｓ舗装復旧工
9（3）ｍ２

土質・地質の確認及び設計図書
の施行条件と現場の不一致等発
注時において確認困難な要因に
基づくもの。

R04353
南ケ丘２３号線始め２路線／公
共下水道汚水管渠整備工事

日進市南ケ丘地内 R04.8.3 16,280,000 R05.1.6 （株）田口建設 R04.12.16 39,600 - R05.1.6
管路掘削　116.2（115.1）ｍ
３、管路埋戻　62.0（60.8）ｍ
３、気密試験　1（-）式

発注時において確認困難な要因
に基づくもの。

R04361 五色園中央線／舗装整備工事 日進市五色園地内 R04.8.16 40,700,000 R05.1.6 高木建設（株） R04.12.28 3,073,400 - R05.1.6

延長　352（335）ｍ、幅員
6.55～7.32（7.2）ｍ 
道路建設課分　舗装工　表層
2360.19（2181.6）ｍ２、路上路
盤再生工　2360.19（2181.6）ｍ
２、区画線工　カラー塗装工
106.35（-）ｍ２　外

発注時において確認困難な要因
に基づくもの。

R04379 西組地内／防火水槽撤去工事 日進市　赤池町　地内 R04.9.6 8,030,000 R04.12.16 丸は建設（株） R04.12.14 693,000 - R04.12.16
汚泥収集運搬工　1（-）式、汚
泥処理　4（-）ｍ３、コンク
リート殻処理　24（17）ｍ３

発注時において確認困難な要因
に基づくもの。

R04382
奥廻間始め２地内／舗装復旧工
事

日進市藤枝町地内 R04.9.6 20,900,000 R04.12.20 日進管工（株） R04.12.16 1,457,500 - R04.12.20

車道舗装（再密As　ｔ＝50）
3,540（3,420）ｍ２、車道舗装
（RC-40　ｔ＝50）　454（-）ｍ
２、交通誘導警備員　56（32）
人、Ｌ型側溝修繕工　41（35）
ｍ、新材据付（250Ａ）　28
（43）ｍ、新材据付（300）　2
（-）ｍ

発注時において確認困難な要因
に基づくもの。



変更契約状況

令和４年度　第３四半期（１０月～１２月）

変更契約日
変更額

（税込み）[円]
変更期間 変更工期 変更概要 変更理由物　件　名物件番号 契約業者当初工期

当初契約額
（税込み）[円]

契約日場　所

R04390 井戸清掃業務委託 総合運動公園 R04.9.15 2,508,000 R04.11.1 佐藤鑿泉工業（株） R04.10.14 429,000 29日間延長 R04.11.30
履行期間延長：29日間、揚水管
取替　10（-）本

施行条件等に関連する発注後に
発生した外的条件によるもの。

R04394
新型コロナワクチン予防接種接
種券等（オミクロン対応用等）
通知発行業務委託（単価契約）

保健センター R04.9.8 9,291,535 R04.9.30 データライン（株） R04.10.21 1,282,979 - R05.3.31 乳幼児用通知の追加
施行条件等に関連する発注後に
発生した外的条件によるもの。

R04397
マイナポイント申請等支援業務
委託

市役所 R04.9.30 4,156,900 R05.3.17
（株）エイジェック
名古屋オフィス

R04.12.2 - - R05.3.17

申請窓口業務（土日祝）　１（-
）式、業務実施期限　令和５年
１月１５日（令和５年３月１
７）まで

他事業及び施行条件等に関連す
る発注後発生した外的条件によ
るもの。

R04450
知事、県議、市長・市議選挙ポ
スター掲示板設置業務委託

日進市全域 R04.11.25 11,964,920 R05.4.30 （株）中部選挙設備 R04.12.23 28,380 - R05.4.30
知事選挙ポスター掲示板　144
（142）枚、設置・保守・撤去
144（142）箇所

発注後において確認困難な要因
に基づくもの。


