変更契約の内容（第1・2四半期
案件番号 業務区分名

業種名

工事名(路線等の名称)

令和2年4月～令和2年9月 変更契約締結分）
工事場所

概要

当初工期

変更後工期

契約日

企業名

変更前契約金額 変更後契約金額

変更理由

1441 委託

運搬・保管等

給食配送業務委託（学校
学校給食センター
給食センター）

新型コロナウイルス感染症対策としての令和2年4、5月学校臨時
令和元年5月10日 ～ 令和元年5月10日 ～
休業による給食中止に伴い、休止とした車両にかかる燃料費見
令和6年8月31日
令和6年8月31日
込み費用について減額

322 委託

その他の業務
委託等

乳がん・子宮頸がん検診
集団方式業務委託（保健 保健センター
センター）

人数制限のため、受信者数を減らす。
コロナ対策のため、派遣スタッフを追加する。

令和2年5月1日 ～
令和3年2月26日

令和2年5月1日 ～
令和3年2月26日

令和2年6月1日

303 物品

厨房機器

消毒保管庫（熱風式）オー
学校給食センター
バーホール修繕

交換部材の変更。

令和2年5月1日 ～
令和2年12月28日

令和2年5月1日 ～
令和2年12月28日

令和2年6月2日 株式会社 厨林堂

1456 コンサル

建設コンサル
(道路)

道路測量設計業務委託
（市道打越黒笹1号線）

令和元年10月18日
履行期間 令和元年10月18日から令和2年7月31日までを令和元 令和元年10月18日 ～
～
年10月18日から令和2年9月18日までに変更する
令和2年7月31日
令和2年9月18日

1215 工事

建築一式

新リサイクルステーション
みよし市三好町地内
建設工事

給水管取り出し工事に伴うアスファルト舗装工事を追加する。

令和2年2月7日 ～
令和2年6月26日

令和2年2月7日 ～
令和2年6月26日

108 委託

その他の業務
委託等

家族介護用品配布業務委
みよし市役所
託（みよし市内）

家族介護用品配布業務委託の保管場所について「市民活動セン 令和2年4月1日 ～
ター」に変更する。
令和3年3月31日

令和2年4月1日 ～
令和3年3月31日

特定非営利活動法人 あ
令和2年7月1日 いちNPO市民ネットワーク
センター

1,100,998

受注者が確保している家族介護用品の保管場所の貸主から、当該保管場
1,051,498 所の変更依頼があったことから、発注者が市民活動センターの備品庫を保
管場所として確保したため、設計変更を行うものとする。

183 備品

自動車・自転車 公用車（幼児バス）

令和2年7月6日 新明工業株式会社

4,292,652

4,292,652

476 委託

その他の業務
委託等

95 委託

みよし市役所

令和2年6月1日 希望運輸株式会社

令和2年6月3日

一般社団法人半田医師会
健康管理センター

玉野総合コンサルタント株
式会社

令和2年6月19日 野沢建設株式会社

168,072,600

新型コロナウイルス感染症対策としての令和2年4、5月学校臨時休業によ
167,976,009 る給食中止に伴い、休止とした車両にかかる燃料費見込み費用について
契約金額から減額することで協議合意したため減額変更
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、受信者数を減らし、派遣
スタッフを増員する必要があるため。

7,114,800

4,817,120

9,442,235

令和２年４月３０日に契約締結をした消毒保管庫（熱風式）オーバーホール
9,442,235 修繕の修繕部品内容について、契約後の内部調査で設計時に目視では確
認できなかった部材等があったため、交換部材を変更する。

5,280,000

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る緊急事態宣言に伴う受注
5,280,000 者の対応により、令和2年4月13日から令和2年5月31日まで業務を一時中
断することから、中断期間相当の履行期間の延長を行う。

30,580,000

30,786,800

当初、給水管取り出し工事に伴うアスファルト舗装は別途工事で計画して
いたが、本工事で施工する下水管の取り出しに伴うアスファルト舗装と隣接
しており、舗装工事を同時に行うことで一体的に仕上げることが可能である
ため、アスファルト舗装工事を追加する。

【変更前納期】 令和2年8月7日【変更後納期】 令和2年9月11日

令和2年4月17日 ～
令和2年8月7日

令和2年4月17日 ～
令和2年9月11日

市立保育園給食用弁当調
理加工・配送業務委託(市 みよし市役所
内7保育園)

消費税率等を「10％」から「8％」へ変更する。

令和2年6月4日 ～
令和2年9月30日

令和2年6月4日 ～
令和2年9月30日

令和2年7月10日

日本ケータリング株式会
社

368.5

361.8

当初、消費税率等を「10％」で計算したが、給食の宅配は軽減税率対象で
あるため、消費税率等を「8％」で計算する必要があったため。

その他の業務
委託等

初期指導教室運営業務委
託（教育センター、三好丘 みよし市役所
小学校）

・市内小中学校の夏季休業期間の短縮に伴い、初期指導教室の 令和2年4月1日 ～
開校日数を１８日増やす。
令和3年3月31日

令和2年4月1日 ～
令和3年3月31日

令和2年7月17日

特定非営利活動法人 ト
ルシーダ

23,705,000

24,686,137

新型コロナウイルス感染拡大防止及び就学支援体制の維持を図るため、
業務内容の変更を行う必要があるため。

565 備品

医療・理化学・
計測機器

Ｏ３ ＰＲＥＭＩＵＭ（オゾン
発生器）

令和2年7月17日 ～
令和2年9月10日

令和2年8月6日

株式会社 さくら総合オ
フィス

6,751,800

227 工事

土木一式

河川浚渫・伐採工事（準用
みよし市莇生町地内外
河川砂後川外）

工事延長 L=1180m浚渫工 V=423.9（362.0）m3樹木伐採工
N=68本草刈工 A=1,122.0㎡

427 工事

土木一式

黒笹行政区里道整備工事 みよし市黒笹町地内

塗装

1281 委託

みよし市役所

市内児童館（13館）、集会
納入期限変更【変更前】令和２年８月９日【変更後】令和２年９月１ 令和2年7月17日 ～
所等（12施設）及び児童
０日
令和2年8月9日
クラブ（８クラブ）

当初予定していた海外からの部品調達の状況が、新型コロナウイルスの
6,751,800 感染拡大に伴い予定より遅れてしまい、製品の製作に不測の日数を要して
しまうため、当初の納期では調達が困難となるので納入日を変更する。
工事着手前に現地詳細測量を行った結果、当初の想定以上に土砂が堆積
していたため、掘削工を増工する。また、掘削土を今後別途発注の河川工
事等で利用するため、大型土のう製作工を新規計上する。樹木及び草刈
の処分量を実数に合わせて増工する。

令和2年5月1日 ～
令和2年8月28日

令和2年8月19日 野沢建設株式会社

11,550,000

工事延長 L=70.0(69.2)m側溝工（PU3-250） L=77.6(76.8)m舗装
令和2年5月29日 ～
工 A=109.7(122.6)㎡土間コンクリート工（t=18cm）A=6.3㎡を廃止
令和2年8月28日
する土間コンクリート工（t=10cm）A=19.0(-)㎡

令和2年5月29日 ～
令和2年8月28日

令和2年8月19日 半澤建設株式会社

3,553,000

側溝布設位置等を精査した結果、側溝工を増工し、舗装工を減工する。ま
3,528,800 た、道路からの乗入れの段差をコンクリ―トで擦り付けることとしたため、土
間コンクリートを増工する。

区画線設置工事（市道黒
みよし市内
笹線外9路線）

区画線設置工(実線W=15cm、白色) L=3,547.6(3,150.8)m、(実線
W=30cm、白色) L=24.7(48.5)m区画線設置工(破線W=15cm、白
色) L=310.0(270.0)m区画線設置工(破線W=30cm、白色)
令和2年6月12日 ～
L=290.0(257.0)m区画線設置工(実線W=45cm、ゼブラ、白色)
令和2年10月30日
L=440.5(414.0)m区画線設置工(文字記号、W=15cm換算、白色)
L=156.47(130.6)m

令和2年6月12日 ～
令和2年10月30日

令和2年8月27日 有限会社 柴田組

4,730,000

地元行政区からの要望を受け現地精査を行った結果、区画線の消滅が
5,192,000 所々確認された。交通量の多い路線であり、安全を確保する必要があるた
め、消滅した箇所について区画線工を増工する。

その他の業務
委託等

小学校施設総合維持管理
みよし市役所
業務委託(市内8小学校)

令和2年度における総トリハロメタン分析及びろ過水濁度分析の
平成30年4月1日 ～
回数変更及び南部小学校の需要設備容量の変更による、請負
令和3年3月31日
金額等の変更。

平成30年4月1日 ～
令和3年3月31日

令和2年9月1日

鹿島建物総合管理株式会
社 中部支社

54,030,585

・ﾌﾟｰﾙ循環浄化装置保守点検業務について、新型コロナ対応でのプール
利用中止に伴い、令和2年度における総トリハロメタン分析及びろ過水濁度
53,873,105 分析の回数を1回から0回に変更。
・自家用電気工作物保安管理業務について、南部小学校の需要設備容量
を125kVAから150kVAに変更。

1284 委託

その他の業務
委託等

中学校施設総合維持管理
みよし市役所
業務委託(市内4中学校)

プール循環浄化装置保守点検業務について、新型コロナ対応で
平成30年4月1日 ～
のプール利用中止に伴い、令和2年度における総トリハロメタン
令和3年3月31日
分析及びろ過水濁度分析の回数を1回から0回に変更

平成30年4月1日 ～
令和3年3月31日

令和2年9月1日

鹿島建物総合管理株式会
社 中部支社

30,223,720

30,137,655

505 委託

建物等各種施
設管理

サンアート産業廃棄物収
集運搬及び処分業務委託
みよし市役所
（勤労文化会館及びふる
さと会館）

・モニターは家電リサイクル処理でなく、産業廃棄物（混合物）とし
て処理。
令和2年6月19日 ～
・産業廃棄物（混合物）処分量が９５㎥から１１０㎥に増えた。（１５
令和2年10月30日
㎥増）
・処分量が増えたため、運搬車両を２台分増とした。

令和2年6月19日 ～
令和2年10月30日

令和2年9月7日

モリ環境衛生センター株
式会社

1,743,500

モニターについて、当初は家電リサイクル処理としていたが、産業廃棄物
1,893,609 （混合物）として処理しなければならず、産業廃棄物（混合物）の処分量が
当初想定していた量より増加したため。

526 コンサル

建設コンサル
(道路)

道路測量設計業務委託
（市道打越黒笹1号線）

令和元年10月18日
履行期間 令和元年10月18日から令和2年9月18日までを令和元 令和元年10月18日 ～
～
年10月18日から令和3年3月19日までに変更する。
令和2年9月18日
令和3年3月19日

令和2年9月8日

玉野総合コンサルタント株
式会社

5,280,000

5,280,000

本業務と同調して行っている愛知県発注の県道委託業務の路線形状の検
討に時間を要し、本業務の道路予備設計の方針決定に時間がかかった。
今後必要な測量業務等の業務について愛知県と調整を図りながら事業を
進めるため、履行期間を182日間延長する。

547 賃貸借

旅客業

市内８小学校野外学習バ
ス借上（愛知県旭高原少 みよし市役所
年自然の家）

みよし市立緑丘小学校の履行期間を変更する。変更前 令和２
令和2年7月17日 ～
年９月２７日（日）～２９日（火）変更後 令和２年９月２８日（月）～
令和2年10月20日
２９日（火）

令和2年9月9日 株式会社 豊田交通社

2,352,350

2,352,350

コロナ感染対策によりみよし市立緑丘小学校野外学習の履行期間を２泊３
日を１泊２日に短縮する変更をしたため。

442 工事

みよし市役所

令和2年5月1日 ～
令和3年8月28日

委託先が決定しないと、運輸局に自動車登録の申請ができないため、委託
先が決定し、登録ができるまでの間、納期を延長する。

令和2年7月17日 ～
令和2年10月20日

11,939,400

令和2年度における総トリハロメタン分析及びろ過水濁度分析の回数変更
による、請負金額の変更

