
令和３年度　工事請負契約（250万円以上）における変更契約一覧
【令和４年３月３１日現在】

契約日 契約金額（円） 工期末 契約日 増減額(円) 工期末 理由・概要

1 市道５０７８号線舗装修
繕工事

桶川市大字加納地
内

ほ装工事業 （有）エーアンド
ケイ

R3.6.30 5,060,000 R3.9.27 R3.9.6 251,900 ― 道路の平たん性を考慮し、擦り付け範囲を拡げたことに
よる設計変更。

2 舗装本復旧工事（R3-
1）

桶川市大字下日出
谷地内

ほ装工事業 渡辺工業（株） R3.6.30 10,230,000 R3.10.4 R3.9.17 -301,400 ― 他の占用工事と施工範囲が一部重複することが判明
し、協議の結果、占用工事業者において舗装本復旧を
行うこととしたため、対象箇所の施工延長を減したことに
よる設計変更。

3 東側小・中学校網戸設
置工事

桶川市西一丁目４
番２７号、他４校

建築工事業 (有)三浦建工 R3.8.4 5,940,000 R3.10.29 R3.10.26 -422,400 ― 現場調査で、既存の部材が利用できることが判明し、数
量の変更が生じたことによる設計変更。

4 西側小・中学校網戸設
置工事

桶川市大字川田谷
４２３１番地、他５校

建築工事業 田島建設(株) R3.8.4 7,480,000 R3.10.29 R3.10.27 -78,100 ― 現場調査で、既存の部材が利用できること及び網戸取
付に際し、鋼製下地により調整する必要があることが判
明し、数量の変更が生じたことによる設計変更。

5 市道６０号線舗装修繕
工事

桶川市朝日一丁
目、三丁目地内

ほ装工事業 浅見工業(株) R3.9.1 16,170,000 R3.11.26 R3.11.25 -265,100 ― 当初、舗装敷設を夜間施工としていたが、沿線住民への
騒音・振動等を考慮し、昼間施工へと変更したことによる
設計変更。

6 市道73号線外2路線安
全対策工事

桶川市若宮一丁目
外２箇所

土木工事業 (有)中島土木
開発

R3.10.7 4,950,000 R4.1.11 R4.1.7 191,400 R4.2.28 交差点内の凹凸を改善するため、集水桝を設置し側溝
を一部暗渠化するための設計変更。また、沿線住民と施
工に関する調整に時間を要したことによる工期変更。

7 道路照明灯更新工事 桶川市朝日地区 電気工事業 (株)三進電気
工事

R3.11.29 10,354,300 R4.2.28 R4.1.21 1,560,900 ― 早期に道路照明灯のLED化を推進するため、同地区内
の工事実施場所を追加したことによる設計変更。

8 公共下水道Ｒ3－1工区
管渠工事

桶川市大字下日出
谷地内

土木工事業 (株)島村建設 R3.7.20 30,250,000 R4.1.21 R4.1.20 -1,870,000 R4.2.14 発生土の処分先をUCR秋ヶ瀬ヤードからR2(仮称)道の
駅おけがわ改良工事に変更したことによる内容変更及
び、関係機関との協議に日数を要したことによる工期変
更。

9 市道16号線舗装修繕
工事（R2）

桶川市大字川田谷
地内

ほ装工事業 (株)山中土建
工業

R3.9.24 19,580,000 R4.1.24 R4.1.21 891,000 ― 安全な通行を確保するため工事延長を延伸し事業の進
捗を図るための設計変更。

10 区画線等（ゾーン３０）
設置工事

桶川市上日出谷・
下日出谷地内

塗装工事業 (株)交通産業 R4.1.6 8,998,000 R4.2.28 R4.1.31 255,200 ― 現地調査の結果、施工区域内において追加の再塗布・
設置を実施する必要が生じたための設計変更。

11 公共下水道第R3-21工
区築造工事

桶川市大字下日出
谷地内

土木工事業 渡辺工業(株) R3.9.1 22,770,000 R4.2.10 R4.2.9 -1,320,000 R4.2.28 発生土の処分先をUCR秋ヶ瀬ヤードからR2(仮称)道の
駅おけがわ改良工事に変更したことによる内容変更及
び、関係機関との協議に日数を要したことによる工期変
更。

12 公共下水道R3-3工区
管渠工事

桶川市寿一丁目地
内

土木工事業 (株)荒川工業 R3.10.7 8,195,000 R4.2.10 R4.2.9 66,000 ― 国土交通省の実施する諸経費動向調査費用の追加等
に伴う設計変更。

13 農業センター大規模改
修・耐震補強建築工事

桶川市大字川田谷
４４１４番地

建築工事業 (株)タナベ建設 R3.5.26 126,148,000 R4.2.25 R4.2.14 7,282,000 ― 現場調査により、既存躯体壁の下地をモルタルから軽
量鉄骨にするための一部変更。また、安全対策のため
自動ドアの戸袋部への進入を防止するための防護柵を
追加することによる設計変更。

変更契約内容
№ 工事名 工事場所 種別 契約相手

当初（前回）

1/2



令和３年度　工事請負契約（250万円以上）における変更契約一覧
【令和４年３月３１日現在】

契約日 契約金額（円） 工期末 契約日 増減額(円) 工期末 理由・概要

変更契約内容
№ 工事名 工事場所 種別 契約相手

当初（前回）

14 農業センター大規模改
修・耐震補強機械設備
工事

桶川市大字川田谷
４４１４番地

管工事業 ミヤザワ工業
(株)

R3.5.26 50,743,000 R4.2.25 R4.2.14 3,223,000 ― 既存空調機の撤去に伴い、室内機を詳細に調査した結
果、フロンガスが残留していることが判明したことによる
設計変更。また、現場調査により、排水経路の変更や空
調機器設備、換気設備の一部仕様の変更等が生じたこ
とによる設計変更。

15 農業センター大規模改
修・耐震補強電気設備
工事

桶川市大字川田谷
４４１４番地

電気工事業 栄電業(株) R3.5.26 37,763,000 R4.2.25 R4.2.14 -814,000 ― 建築工事において下地に軽量鉄骨を一部追加すること
に伴い、はつり工事及びメタルモールの一部が不要に
なったため。また、現場調査により、外構工事埋設配管
の取り止めや電気設備機器の変更や追加が生じたこと
による設計変更。

16 市道５３－２号線外１路
線歩道修繕工事

桶川市赤堀一丁目
地内

土木工事業 青木清掃(株) R3.10.26 19,360,000 R4.2.25 R4.2.22 589,600 ― 伐根したところ細根混じりの土の処分が必要になったこ
とから、残土処分工を増工したことによる設計変更。

17 公共下水道第R3-22工
区築造工事

桶川市大字下日出
谷地内

土木工事業 （株）清水建材
工業

R3.9.24 24,200,000 R4.3.4 R4.3.2 -770,000 ― 発生土の処分先をUCR秋ヶ瀬ヤードからR2(仮称)道の
駅おけがわ改良工事に変更したことによる設計変更。

18 公共下水道Ｒ３－２工
区管渠工事

桶川市寿一丁目・
南一丁目地内

土木工事業 青木清掃(株) R3.9.24 36,300,000 R4.3.4 R4.3.2 -550,000 ― 発生土の処分先をUCR秋ヶ瀬ヤードからR2(仮称)道の
駅おけがわ改良工事に変更したことによる設計変更。

19 備蓄用防災倉庫新築
工事

桶川市泉一丁目３
４３番３　外５筆

建築工事業 田島建設(株) R3.6.30 113,960,000 R4.3.16 R4.3.9 6,732,000 R4.3.28 現地調査等により基礎掘削部の土留工事の追加及び地
下水位が想定よりも高かったため水替えの追加等が生
じたことによる設計変更。また、それに伴う対応等に時
間を要したことによる工期変更。

20 市道４４６９号線側溝整
備工事

桶川市下日出谷東
一丁目地内

土木工事業 (有)エーアンド
ケイ

R4.1.6 2,475,000 R4.3.4 R4.3.3 23,100 ― 現地調査等により私道との接続部を横断暗渠することに
よる設計変更。

21 市道４５１１号線道路改
良工事

桶川市大字下日出
谷地内

土木工事業 (有)加藤建興 R3.12.2 6,160,000 R4.3.11 R4.3.10 ― R4.3.28 新型コロナウイルス感染症の影響により工事従事者の
手配に不測の日数を要したことによる工期変更。

22 市道４４９８号線側溝整
備工事

桶川市大字下日出
谷・鴨川一丁目地
内

土木工事業 (株)島村建設 R3.12.2 7,777,000 R4.3.11 R4.3.10 53,900 R4.3.22 側溝布設に伴う掘削の際、地中から予期しないコンク
リート構造物が確認されたことにより、撤去工を増工した
ことによる設計変更及びそれに伴う工期変更。

23 駅東口駅前広場送迎
場整備工事

桶川市寿一丁目地
内

土木工事業 青木清掃(株) R3.7.20 70,180,000 R4.3.22 R4.3.18 ― R4.6.30 市道4101号線の一方通行の一部規制解除に関する警
察協議に時間を要したことによる工期変更。

24 市道6255号線道路整
備工事

桶川市大字倉田地
内

土木工事業 (株)清水建材
工業

R4.1.6 7,040,000 R4.3.28 R4.3.25 -55,000 ― 路盤の土留め材について、材料の入手が困難なことか
ら、仕様変更に伴う設計変更。
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