
令和２年度　工事請負契約（250万円以上）における変更契約一覧

№ 工事名 工事場所 種別 契約相手
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 老人福祉センター内装
改修工事

桶川市末広二丁目
８番２９号

建築工事 （有）三浦建工 R2.1.21 5,368,000 R2.5.8 R2.4.22 -262,900 ― 流し台の改修方法を撤去新設からシンク再利用に変更
したことによる設計変更。

2 坂田寿線第３工区街路
築造工事

桶川市末広二丁
目・末広三丁目地
内

土木工事 （株）清水建材
工業

R2.1.22 121,000,000 R3.1.29 R3.1.15 21,230,000 ― 警察との協議により、夜間片側交互通行規制を避ける
ため、仮設道路及び仮設信号機を整備したことによる増
工。また、既設路盤材が薄かったことによる建設発生土
処分量の増工等による設計変更。

3 桶川中学校老朽化対
策建築工事

桶川市泉一丁目５
番１０号

建築工事 丸和工業(株) R2.5.27 143,000,000 R2.12.25 R2.11.6 2,431,000 R3.2.10 現場調査により、南棟１階床スラブの改修方法の変更、
屋上防水改修工事の施工方法及び施工数量の変更、
雨漏り補修や塗装補修箇所の追加等による設計変更及
び工期変更。

4 桶川中学校老朽化対
策機械設備工事

桶川市泉一丁目5
番10号

管工事 (株)茂田工業
所

R2.5.27 93,401,000 R2.12.25 R2.11.6 1,133,000 R3.2.10 現場調査により、南校舎西トイレ１階の床下配管方法の
変更、北校舎スラブ貫通用コア抜き工事の仕様変更、衛
生器具の一部仕様の変更が生じたことによる設計変更
及び工期変更。

5
①

桶川中学校老朽化対
策電気設備工事

桶川市泉一丁目５
番１０号

電気工事 中央電工(株) R2.5.27 19,184,000 R2.12.25 R2.11.6 902,000 R3.2.10 北校舎のトイレ改修範囲において現場調査を行ったとこ
ろ、今後の維持管理や電線関係の更新時に支障が生じ
る事象が判明し、幹線の盛替えが必要になったことによ
る設計変更及び工期変更。

5
②

桶川中学校老朽化対
策電気設備工事
【２回目の変更契約】

桶川市泉一丁目５
番１０号

電気工事 中央電工(株) R2.11.6
第1回変
更契約日

20,086,000 R3.2.10 R3.1.22 220,000 ― 南校舎東トイレ改修において、既存３階コンクリート床内
に既設電気埋設配管があり、切り回しが必要となったこ
と、また天井配管へ変更することによる設計変更及び工
期変更。

6 日出谷小学校老朽化
対策建築工事

桶川市大字上日出
谷885番地

建築工事 田島建設(株) R2.5.27 108,295,000 R2.12.15 R2.11.27 0 ― 既存トイレの解体をしたところ、基礎梁等が想定していた
寸法と異なったため、配管ルートに変更が生じた。また、
現場調査により、受水槽ポンプの基礎変更、動力分電
盤の屋外移動に伴う基礎の変更が生じたことによる設
計変更。

7 日出谷小学校老朽化
対策機械設備工事

桶川市大字上日出
谷８８５番地

管工事 アサヒ住建(株) R2.5.27 52,470,000 R2.12.15 R2.11.27 5,115,000 ― 改修後の漏水調査により、屋外経路全体の埋設管及び
配管付属品等について劣化が著しく進行しており、改修
が必要なことから変更が生じた。また、スラブ貫通用コア
抜き工事の仕様変更、衛生器具の一部仕様の変更が生
じたことによる設計変更。

8 日出谷小学校老朽化
対策電気設備工事

桶川市大字上日出
谷８８５番地

電気工事 (株)遠藤電設 R2.5.27 18,738,500 R2.12.15 R2.11.27 104,500 ― 動力分電盤の設置位置について、受水槽内から受水槽
外へ変更。また、動力配線の配線経路について地上配
管での施工になったことによる設計変更。

9 加納中学校老朽化対
策建築工事

桶川市大字加納
1279番地

建築工事 (株)タナベ建設 R2.5.27 108,680,000 R3.1.15 R2.12.23 1,320,000 ― 外トイレの床改修において土間コンクリート下の地盤が
陥没しており床改修工事等に変更が生じた。また、現場
調査により、受水槽の設置位置及び廊下長尺シートの
施工範囲に変更が生じたことによる設計変更。

変更契約内容当初（前回）
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10 加納中学校老朽化対
策機械設備工事

桶川市大字加納
1279番地

管工事 正和工業(株) R2.5.27 112,964,500 R3.1.15 R2.12.23 6,825,500 ― 既存配管下の地盤が陥没しており、予定していた配管
改修工事等に変更が生じた。また、現場調査により、浄
化槽解体数量の変更、屋外便所配管の仕様に変更等
が生じたことによる設計変更。

11 加納中学校老朽化対
策電気設備工事

桶川市大字加納１
２７９番地

電気工事 栄電業(株) R2.5.27 18,700,000 R3.1.15 R2.12.23 2,640,000 ― 浄化槽解体撤去工事において、キュービクルからの幹
線が埋設されており解体工事の障害となったため、幹線
の改修工事に変更が生じた。また、現場調査等により劣
化が判明した器具等の改修工事に変更が生じたことに
よる設計変更。

12 市道５０７８号線舗装修
繕工事

桶川市大字加納地
内

舗装工事 (株)荒川工業 R2.5.29 4,730,000 R2.8.7 R2.7.20 82,500 ― 事前測量により、施工箇所の舗装構成が２層構成であ
ることが判明。撤去工において、舗装版破砕工から路面
切削工に変更することによる設計変更。

13 市民ホール空調改修工
事

桶川市若宮一丁目
５番９号

管工事 (株)太宝設備 R2.5.29 9,020,000 R2.9.11 R2.8.25 2,640,000 R2.9.30 現場の詳細調査を行ったところ、消防設備等既存設備
類の一部について、撤去・再設が必要であることや、既
存ダクト類の新設機器への接続再利用ができない状況
等のため設計変更。またそのことに伴う工事量の増工か
ら工期変更。

14 桶川東放課後児童クラ
ブ解体工事及び新築等
工事

桶川市坂田西一丁
目７番地の２３

建築工事 千代本興業
(株)

R2.6.30 106,337,000 R3.3.24 R3.3.5 1,023,000 ― 鋼管杭の施工をする際の地盤調査で、支持層が想定し
ていたより深かったため、予定していた杭長から一部延
長する変更が生じた。また、埋設障害物の撤去や外構
の表層仕上げの変更等が生じたことによる設計変更。

15 市道１７号線舗装修繕
工事

桶川市大字川田谷
地内

舗装工事 (株)荒川工業 R2.7.22 10,010,000 R2.9.30 R2.9.25 -105,600 ― 区画線設置工は現況復旧としていたが、警察との協議
により、現行の区画線標示に改めるよう指導を受け、減
工が生じたことによる設計変更。

16 市道２１３５号線舗装修
繕工事

桶川市大字川田谷
地内

土木工事 (有)中島土木
開発

R2.9.2 14,740,000 R3.1.15 R3.1.13 99,000 ― 交差点部の舗装の劣化が著しい為、舗装工を増工する
ことによる設計変更。

17 公共下水道２－３工区
管渠工事

桶川市寿一丁目・
南一丁目地内

土木工事 青木清掃(株) R2.9.2 45,100,000 R3.2.5 R3.1.25 220,000 ― 取付管及び汚水桝工の増減が生じたことによる設計変
更。

18 公共下水道２－２工区
管渠工事

桶川市大字下日出
谷地内

土木工事 (株)清水建材
工業

R2.9.2 38,500,000 R3.2.5 R3.1.25 7,370,000 R3.3.15 下日出谷地内における公共下水道(汚水)整備の早期完
成を図るため、施工延長を増工することによる設計変更
及び工期変更。

19 小・中学校情報通信
ネットワーク環境整備
工事

桶川市内小学校７
校及び中学校４校

電気工事 中央電工(株) R2.9.2 84,023,500 R3.2.26 R3.2.22 764,500 ― 学級数が増加する見込みとなったこと等により、充電保
管庫設置工事及びＬＡＮケーブル配線工事に変更が生
じたことによる設計変更。

20 第二元荒川道路橋橋
梁補修工事

桶川市大字加納、
久喜市菖蒲町上栢
間地内

土木工事 渡辺工業(株) R2.9.2 47,300,000 R3.3.8 R3.3.5 1,509,200 ― 橋梁の予防保全対策として、地覆の表面被覆の施工範
囲を増工。また、橋梁の段差や振動に対する負荷を軽
減するための擦り付け舗装を施工するための設計変

21 上日出谷南２号調整池
築造工事（２－１工区）

桶川市大字上日出
谷地内

土木工事 浅見工業(株) R2.9.2 72,270,000 R3.3.10 R3.3.9 1,257,300 R3.3.26 流入部ボックスカルバート工における地盤改良工を中層
混合処理工から置換工へ変更することによる設計変更
及び工期変更。
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22 樋詰橋橋梁補修工事 桶川市大字川田谷
地内

土木工事 (株)山中土建
工業

R2.9.2 40,150,000 R3.3.12 R3.3.11 -2,854,500 R3.3.22 被覆防食工において、渇水期低水位より深い位置にあ
る一部の流木を存置。また、橋面防水工において、床版
の状態が良好だったため取替を減工することによる設計
変更及び工期変更。

23 市道6－2号線舗装修
繕工事

桶川市大字舎人新
田地内

舗装工事 (株)清水建材
工業

R2.10.27 23,650,000 R3.2.8 R3.2.2 1,082,400 ― 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。

24 市道2080号線外1路線
舗装修繕工事

桶川市大字川田谷
地内

土木工事 (株)島村建設 R2.10.27 39,600,000 R3.3.8 R3.3.5 -738,100 R3.3.17 市道７０－２号線（東側）は既存の路盤材が設計厚以上
に施工されていたため、路盤置換工を減工。市道７０－
２（西側）は舗装の劣化が著しいため、路盤置換工を増
工することによる設計変更及び工期変更。

25 駅東口整備推進事務
所解体工事

桶川市寿一丁目６
番１７号

解体工事 浅見工業(株) R2.10.30 4,565,000 R3.1.15 R3.1.14 121,000 ― 布基礎撤去の際に基礎下に大谷石が埋設されていたこ
とで生じた設計変更。

26 市道３２５２号線道路改
良工事

桶川市大字上日出
谷地内

土木工事 渡辺工業(株) R2.10.30 5,060,000 R3.1.25 R3.1.21 0 R3.3.5 新型コロナウイルス感染症の影響により、親杭柵板土留
工の部材の制作に不足の事態が生じたことによる工期
変更。

27 公共下水道第Ｒ２－２３
工区築造工事

桶川市大字下日出
谷地内

土木工事 (株)島村建設 R2.10.30 5,500,000 R3.2.26 R3.2.12 770,000 ― 汚水桝設置工等の追加が生じたことによる設計変更。

28 市道６３５６号線歩道修
繕工事

桶川市赤堀一丁
目・大字加納地内

土木工事 青木清掃(株) R2.12.2 18,150,000 R3.2.26 R3.2.25 0 ― 近隣住民からの要望により樹木の伐採を追加。また、沿
線企業との協議により側溝の撤去再設置を減工するこ
とによる設計変更。

29 公共下水道第Ｒ２－２４
工区築造工事

桶川市鴨川一丁目・
大字下日出谷地内外

土木工事 (有)加藤建興 R2.12.28 3,740,000 R3.3.15 R3.3.5 960,300 ― マンホール蓋更新工を増工したことによる設計変更。

30 市道６２５５号線道路整
備工事

桶川市大字倉田地
内

土木工事 (有)加藤建興 R2.12.28 2,420,000 R3.3.12 R3.3.5 299,200 ― 試掘した結果、現況の地盤状態が悪かった為、路盤構
成を変更するための設計変更。

31 小・中学校構内交換設
備改修工事

桶川市内小学校７
校及び中学校４校

電気通信
工事

旭電気工業
(株)

R2.12.28 8,745,000 R3.3.15 R3.3.12 317,900 ― 中学校通級指導教室に通う生徒数が当初の見込みから
増加することに鑑み、予定していた構内交換設備改修等
を設計変更。

32 市道６２６０号線道路改
良工事

桶川市大字小針領
家地内

土木工事 (株)清水建材
工業

R2.12.28 9,240,000 R3.3.15 R3.3.12 0 R3.3.25 沿線事業者の車両の出入りにより、工事中断時間が生
じたことによる工期変更。

33 市道２３２８号線道路改
良工事

桶川市大字川田谷
地内

土木工事 (有)中島土木
開発

R2.12.28 4,510,000 R3.3.15 R3.3.12 0 R3.3.22 舗装工において、表層工施工日程に遅延が生じたことに
よる工期変更。

34 市道６２５３号線外２路
線道路改良工事

桶川市大字小針領
家地内

土木工事 青木清掃(株) R3.1.26 14,135,000 R3.3.25 R3.3.24 1,388,200 ― 施工面積及び土留工を増工するための設計変更。
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