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1 4243001023
証明書自動交付機システム等保守委
託（長期継続契約）

日本電気㈱　公
共・社会システム
営業本部

港区 H24.7.23 H28.4.1
金額
仕様

年額　\34,943,400 年額　\34,289,568

住基端末の外字追加作業を年１回から月１回
に変更したことに伴い、自動交付機の外字追
加作業も年１回から月１回に変更することと
なったため。
通知カード、個人番号カードの交付を円滑に行
うため。

2 4283000013
区立小学校常駐警戒業務委託２（北
西エリア）

杉並建物総合管理
事業協同組合

杉並区 H28.4.1 H28.4.5 仕様 ¥28,296,000 ¥28,296,000

保育施設（アスクおぎくぼ保育園天沼分園）廃
止があり、履行不要となったため。なお、立寄
り警戒は本業務の実施時間に保育施設を訪
問するものであるため、契約金額が減じるもの
ではない。

3 4283000014
区立小学校常駐警戒業務委託３（南
東 エリア）

杉並建物総合管理
事業協同組合

杉並区 H28.4.1 H28.4.5 仕様 ¥28,058,400 ¥28,058,400
警戒拠点校の変更により、割当園数の偏りが
緩和され、業務を効率的に履行できるため。

4 4273000722
ファクシミリの保守委託（長期継続
契約）

三信電気㈱ 港区 H27.4.1 H28.4.15
金額
仕様

¥672,192 ¥610,200
戸籍係と各区民事務所との通信が増加する戸
籍届け出が多い日に対応するため、ファクシミ
リを戸籍係に1台増設するため。

5 4283000089
杉並区立高井戸保健センター外５施
設清掃業務請負

京浜企業株式会社 杉並区 H28.4.1 H28.5.1
金額
仕様

¥16,510,068 ¥16,677,360

こども発達センターの平成２８年度の通園指導
日の変更に伴い、日常清掃が不要となるた
め、清掃日数を２５７日から２４３日に変更す
る。

6 4283000402 情報システム業務委託
日本電気㈱　公
共・社会システム
営業本部

港区 H28.4.1 H28.5.1 仕様 ¥149,640,210 ¥149,640,210

杉並区職員の勤務時間、休憩時間等に関する
規程第２条において、勤務時間が「午前８時１
５分から午後５時３０分まで」に改正されたた
め、オンラインシステム基本運用時間を変更す
る。

7 4283000626
平成２８年度杉並区介護保険料通知
等コールセンター運営業務委託

りらいあコミュニ
ケーションズ株式
会社

渋谷区 H28.4.1 H28.5.18
金額
仕様

¥4,552,609 ¥3,184,855

特定入所者介護サービス費についての制度改
正、また、負担割合証の初の一斉更新である
ことから、多数の問合せが予想される。介護保
険業務について一体的な対応を行うため、契
約変更を行う。
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8 4285000019
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その９

萬建工業㈱ 杉並区 H28.4.1 H28.5.20
単価金額
工種追加

単価合計
\8,033,030

単価合計
\7,810,000

現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、工種を追加する。

9 4283000809
「広報すぎなみ」の戸別配布業務委
託

Ａ－スタイル 新宿区 H28.4.22 H28.5.20 仕様 ¥3,207,600 ¥3,207,600
当初予定していた広報発行日（配布日）を変更
する必要が生じたため。

10 4283000043
杉並区職員ICカード作製業務委託
（単価契約）

アマノ株式会社
新宿支店

新宿区 H28.4.1 H28.5.25 仕様 ¥761,162 ¥761,162
Felicaカードの仕様が変更となり、新たにAES
暗号規格を搭載するため。

11 4285000057 水防情報システム雨量計交換工事 日本無線株式会社 中野区 H28.4.25 H28.5.31 仕様 ¥2,597,400 ¥2,597,400

気象庁が行う雨量計の検定作業が当初の予
定より時間を要し、交換作業が約３週間程度
遅れることが想定され、履行期間を変更する
必要が生じたため。

12 4283000473
宮前自転車集積所ほか１所の警備業
務委託

株式会社セノン 新宿区 H28.4.1 H28.6.5
仕様
金額

¥1,110,758 ¥1,213,056
宮前自転車集積所の縮小工事に伴い、警備
業務委託の対象範囲に変更が生じたため。

13 4283000816
参議院議員選挙における期日前投票
事務委託

株式会社アヴァン
ティスタッフ

中央区 H28.4.27 H28.6.6
仕様
金額

¥11,421,388 ¥11,280,384
参議院議員選挙の公示日が１日前倒しになっ
たことに伴い、期日前投票事務委託について
も１日増加するため。

14 4283000817
選挙事務従事者の人材派遣（単価契
約）

株式会社アヴァン
ティスタッフ

中央区 H28.4.27 H28.6.14 仕様 ¥5,454,162 ¥5,454,162

総務省自治行政局選挙部管理課長通知に
よって、参議院議員選挙の公示日が前倒しさ
れることに伴い、不在者投票業務について１日
増となり、人材の派遣が必要なため。
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15 4265000132
杉並区妙正寺体育館改築電気設備工
事

栄新・八丁建設共
同企業体

杉並区 H26.10.16 H28.6.15 金額 ¥109,844,316 ¥109,328,400

契約の相手方から、工事請負契約書第２６条
第６項の規定に基づき契約金額の変更請求が
提出され、工事請負契約書第２６条第７項の規
定に基づき協議を行ったスライド額について協
議が成立したため。

16 4275000289
産業商工会館耐震改修減築給排水衛
生空気調和設備工事

梶原電工株式会社 杉並区 H27.12.2 H28.6.16
金額
工期

¥21,074,040 ¥20,736,000

本体工事である建築工事の入札が不調とな
り、再度入札で工期を変更したことに伴い、同
様に本件の工期を延長するとともに、それに伴
う人件費の増額が必要となったため。

17 4275000300
産業商工会館耐震改修減築電気設備
工事

梶原電工株式会社 杉並区 H27.12.3 H28.6.16
金額
工期

¥13,604,760 ¥13,294,800

本体工事である建築工事の入札が不調とな
り、再度入札で工期を変更したことに伴い、同
様に本件の工期を延長するとともに、それに伴
う人件費の増額が必要となったため。

18 4283000814
参議院議員選挙における公営ポス
ター掲示場設置等委託

東京企画装飾株式
会社

豊島区 H28.4.27 H28.6.16
仕様
金額

¥22,680,000 ¥18,144,000

参議院議員選挙におけるポスター掲示板を30
面で設置したが、想定を超える31人が立候補
し、掲示板を1列分増設する必要が生じたた
め。

19 4283000850 道路測量委託（その４） 株式会社測研 杉並区 H28.5.19 H28.6.16
仕様
金額

¥2,946,240 ¥2,592,000

地元住民からの要望により現地を精査した結
果、工事範囲を拡張することにな
り、それに伴い測量範囲を拡張する必要が生
じたため変更を行う。また数量変
更に伴い工期を延伸することとする。

20 4283000490
西田小学校外１８校校舎屋上緑化植
栽保守管理委託

有限会社山水 杉並区 H28.4.1 H28.6.20
金額
仕様

¥10,660,988 ¥11,318,400
桃井第二小学校校舎改築に伴い、屋上緑化
の管理が不要となるため。

21 4283000871
後期高齢者医療保険料決定通知書等
の印刷及び封入封緘委託（単価契
約）

株式会社ディーエ
ムエス

千代田区 H28.5.25 H28.6.22 単価金額
単価合計

\50,402.30
単価合計

\50,292.30

当初想定していた人数より対象の人数が増加
したことにより、保険料お知らせチラシの印刷
を追加する必要が生じたため。
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22 4283000855
都市計画道路補助１３２号線路線測
量成果修正業務委託

株式会社大輝東京
営業所

杉並区 H28.5.24 H28.6.22
金額

履行期間
仕様

¥5,965,920 ¥3,099,600

本委託の作業を進めていく中で、計画道路中
心点の大部分が亡失等で使用できないことが
判明した。そのため、再設置に必要な作業を
追加するとともに、履行期間を平成２８年１０月
３１日まで延伸する。

23 4283000838
公会計改革に基づく財務情報を活用
した分析業務委託

㈱新公会計研究所 港区 H28.5.9 H28.6.23
仕様
金額

¥5,899,716 ¥3,672,000
統一的な基準に基づく公会計への移行をより
円滑に行うため、移行支援の内容について追
加を行う。

24 4285000061 宮前自転車集積所縮小工事
株式会社ディー工
房

杉並区 H28.5.16 H28.6.27
仕様
金額

¥6,417,360 ¥6,474,783

東側ネットフェンス基礎の掘削により、隣接す
る東側民地のブロック塀、万年塀が倒壊する
恐れがあることから、集積所東側のネットフェ
ンス基礎の撤去を取りやめる。その他、現場精
査の結果、数量等の変更を行う。

25 4265000135
杉並区妙正寺体育館改築給排水衛生
設備工事

株式会社村田設備 杉並区 H26.10.16 H28.6.27 金額          67,595,040          66,960,000

契約の相手方から、工事請負契約書第２６条
第６項の規定に基づき契約金額の変更請求が
提出され、工事請負契約書第２６条第７項の規
定に基づき協議を行ったスライド額について協
議が成立したため。

26 0012749 土木材料置場等（成田西）測量委託
大同情報技術株式
会社

杉並区 H28.5.24 H28.6.29

金額
工期
仕様

契約担当者

¥864,000 ¥498,960
契約締結後に、現況測量のほか、高低測量、
真北測量、樹木調査の測量成果物の追加の
必要が生じたため。

27 4285000047 岩崎橋架替工事に伴う舗装復旧工事
マルト・丸満建設
共同企業体

杉並区 H28.4.14 H28.6.30
仕様
金額

¥13,311,000 ¥12,528,000
都と区の管理者間協議の結果、単柱設置工を
追加し、舗装工の数量を変更する必要が生じ
たため。

28 4283000307
松ノ木運動場外２所　重点整備業務
委託

株式会社公立土木 杉並区 H28.4.1 H28.7.1 仕様 ¥5,022,000 ¥5,022,000

重点整備業務を予定していた各施設の使用予
約が取れなかったため、使用予約可能な日程
に変更し、整備業務を行うこととしたため、契
約変更を行う。
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29 4283000596
松ノ木運動場外１所　投光器点検整
備委託

大光電気工業株式
会社

杉並区 H28.4.1 H28.7.1 仕様 ¥1,166,400 ¥1,166,400
投光器点検整備を予定していた各施設の使用
予約が取れなかったため、使用予約可能な日
程に変更し、整備業務を行うこととしたため。

30 4283000596
松ノ木運動場外１所　投光器点検整
備委託

大光電気工業株式
会社

杉並区 H28.4.1 H28.7.1 仕様 ¥1,166,400 ¥1,166,400

投光器点検整備を予定していた各施設の使用
予約が取れなかったため、使用予約可能な日
程に変更し、整備業務を行うこととしたため、
契約変更を行う。

31 4265000131 杉並区妙正寺体育館改築建築工事
興建社・江州・大一
建設共同企業体

杉並区 H26.10.16 H28.7.4
仕様
金額

      1,320,915,600       1,296,000,000

当初、存置することとしていた既存擁壁につい
て、施工中に安全上の支障がある事が判明
し、撤去及び新設する必要が生じたこと。ま
た、現場精査の結果、数量等の変更が生じた
ことから、設計変更を行う。

32 4285000001
街路灯の新設・改修工事（単価契
約）１

大光電気工業株式
会社

杉並区 H28.4.1 H28.7.12
単価金額
工種追加

単価合計
\17,597,683

単価合計
\15,086,207

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

33 4275000019 特別区道第２１２３号線等整備工事
マルト・ディー工
房建設共同企業体

杉並区 H27.6.17 H28.7.13 工期 161,676,000 161,676,000
沿道建物に関する工事が複数件行われたこと
による影響で本工事に遅れが生じ
たため、工期の延伸を行う。

34 4283000886 移動式プラネタリウム事業委託① 有限会社天窓工房 立川市 H28.6.7 H28.7.14
仕様
金額

¥541,080 ¥646,920
東京都知事選挙の期日前投票により会場が
使用不能になり、事業の実施回数が減になっ
たため。

35 4285000020
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１０

中央土建工業㈱ 杉並区 H28.4.1 H28.7.15
単価金額
工種追加

単価合計
\7,949,202

単価合計
\7,829,500

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。
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36 4285000016
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その６

㈱三法 杉並区 H28.4.1 H28.7.15
単価金額
工種追加

単価合計
\8,364,548

単価合計
\7,810,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

37 4285000011
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１

山内建設株式会社 杉並区 H28.4.1 H28.7.15
単価金額
工種追加

単価合計
\7,850,988

単価合計
\7,731,910

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

38 4285000017
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その７

山内建設株式会社 杉並区 H28.4.1 H28.7.19
単価金額
工種追加

単価合計
\7,919,342

単価合計
\7,800,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

39 4285000119 杉並土木事務所拡張工事
株式会社ディー工
房

杉並区 H28.6.16 H28.7.19
金額

履行期間
仕様

¥14,340,240 ¥14,753,600

当初予定していた砂場の製品部の発注が困
難となり、施工方法をコンクリートモルタル仕上
げに変更したことから、製品部の製作に時間を
要するため、工期を延伸する。その他、現場精
査の結果、数量等の変更を行う。

40 4283000382 ゆうゆうハウス運営業務委託
公益社団法人杉並
区シルバー人材セ
ンター

杉並区 H28.4.1 H28.7.20
仕様
金額

¥16,125,124 ¥16,350,394

西田ゆうゆうハウス内の空調設備取替工事を
実施する期間は、工事関係者以外の立ち入り
を禁止し作業を行う必要があり、その間ゆうゆ
うハウスの運営を中止することによって委託期
間の日数が減るため。

41 4285000005 道路維持補修工事（単価契約）北１
中江建設工業㈱本
社

杉並区 H28.4.1 H28.7.21
単価金額
工種追加

単価合計
\17,486,279

単価合計
\17,022,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

42 4285000013
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その３

秋葉建設工業㈱ 杉並区 H28.4.1 H28.7.22
単価金額
工種追加

単価合計
\7,968,286

単価合計
\7,745,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。
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43 4285000014
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その４

東邦建設㈱ 杉並区 H28.4.1 H28.7.22
単価金額
工種追加

単価合計
\7,859,463

単価合計
\7,740,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

44 4285000015
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その５

諫早建設㈱ 杉並区 H28.4.1 H28.7.22
単価金額
工種追加

単価合計
\7,896,656

単価合計
\7,777,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

45 4285000022
狭あい道路重点地区拡幅整備工事
（単価契約）その１

㈱街路 杉並区 H28.4.1 H28.7.22
単価金額
工種追加

単価合計
\8,309,691

単価合計
\7,820,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

46 4285000018
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その８

㈱早房 杉並区 H28.4.1 H28.7.22
単価金額
工種追加

単価合計
\7,966,687

単価合計
\7,847,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

47 4285000012
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２

興亜土木㈱ 杉並区 H28.4.1 H28.7.22
単価金額
工種追加

単価合計
\7,889,573

単価合計
\7,770,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

48 4285000021
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１１

マルト建設㈱ 杉並区 H28.4.1 H28.7.22
単価金額
工種追加

単価合計
\8,223,991

単価合計
\7,854,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

49 4285000139 宮前児童館遊戯室内装改修工事 丸西産業㈱ 杉並区 H28.6.23 H28.7.25
仕様
金額

¥5,050,080 ¥4,849,200

遊戯室内装改修工事中に、既存収納部床材
及び遊戯室壁面の欠損が発覚し、補修個所が
増えたため。また、施設要望により、遊戯室床
ラインの本数を変更したため。
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50 4285000004 道路維持補修工事（単価契約）南２ ㈱済美建設 杉並区 H28.4.1 H28.7.25
単価金額
工種追加

単価合計
\17,787,442

単価合計
\17,289,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

51 4285000003 道路維持補修工事（単価契約）南１ ㈱大英 杉並区 H28.4.1 H28.7.25
単価金額
工種追加

単価合計
\18,020,448

単価合計
\17,430,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

52 4285000006 道路維持補修工事（単価契約）北２ ㈱ディー工房 杉並区 H28.4.1 H28.7.25
単価金額
工種追加

単価合計
\17,835,799

単価合計
\17,060,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

53 4285000007 道路維持補修工事（単価契約）北３
国際建設㈱東京支
社

杉並区 H28.4.1 H28.7.25
単価金額
工種追加

単価合計
\18,586,694

単価合計
\17,000,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

54 4283000660
天沼西公園外９公園清掃業務請負
（単価契約）

特定非営利活動法
人あおば福祉会

杉並区 H28.4.1 H28.8.1
仕様
金額

¥6,644,825 ¥6,777,616

向井公園の一部を廃止して保育所を整備する
こととなり、向井公園の清掃面積を変更したた
め。また、廃止される公園の代替広場として遊
び場１１２番が新設され、その清掃が必要と
なったため。

55 4283000367
南１ブロック（久我山・高井戸西地
域）公園等清掃業務請負（単価契
約）

ニッセイファシリ
ティ株式会社

杉並区 H28.4.1 H28.8.1
仕様
金額

¥12,972,263 ¥13,114,755

平成２８年８月１日より、高井戸みどり公園が
一部廃止となり公園面積が変更されるため、
清掃面積を変更する。また、同日より、遊び場
１１１番を開放するため園地清掃が必要とな
る。

56 4283000565 除草請負　南３（単価契約） 有限会社木下農園 杉並区 H28.4.1 H28.8.1 仕様 ¥8,323,909 ¥8,323,909

遊び場１１１番が委託期間中に供用開始とな
り、遊び場１０８番では当初予定していた範囲
以外の除草の必要が生じたため。また、遊び
場１１０番については供用面積の拡張が予定
されていたが延期となったため。
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57 4283000283 駅周辺施設保守点検及び清掃委託
株式会社中野ス
タッフ

杉並区 H28.4.1 H28.8.1
仕様
金額

¥2,203,200 ¥1,944,000
東京都との確認書により、平成２８年７月１４日
井荻地下道エレベーターが杉並区に移管さ
れ、清掃業務を行う必要ができたため。

58 4283000267 駅前広場等清掃業務請負
日本環境衛生株式
会社

杉並区 H28.4.1 H28.8.1
仕様
金額

¥9,031,500 ¥8,694,540
東京都との確認書により、平成２８年７月１４日
井荻地下道エレベーターが杉並区に移管さ
れ、清掃業務を行う必要ができたため。

59 4285000002
私道街路灯の新設・改修工事（単価
契約）１

㈱協伸電設 杉並区 H28.4.1 H28.8.12
単価金額
工種追加

単価合計
\2,948,481

単価合計
\2,374,354

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

60 4285000178
高井戸東保育園園庭フェンス設置そ
の他工事

㈱アルファー企業 杉並区 H28.7.27 H28.8.15
仕様
金額

¥2,069,280 ¥1,350,000

製品メーカーとの協議により製品精査を行った
結果、園庭フェンス支柱及び基礎寸法変更、
プールフェンス支柱間隔及び本数の変更が必
要となった。また、園庭フェンスの基礎寸法変
更に伴い発生土処分が必要となったため。

61 4285000031 路面改良工事（Ｒ２００１） 株式会社済美建設 杉並区 H28.4.27 H28.8.16
仕様
金額

         35,014,680          34,862,400

工事着手後の調査において、新たに陶管を有
した「汚水ます」が明らかとなった。下水道局と
再協議した結果、本工事の施工としたため、施
工数量を変更する。

62 4285000036 和田小学校校舎外壁補修工事 広拓建設株式会社 杉並区 H28.5.13 H28.8.18
仕様
金額

         87,705,720          74,304,000

本工事の施工中に屋内運動場内で雨漏りが
発生し、全面防水改修が必要となった。現在施
工中である本工事の足場等の仮設を利用する
ことで、工期や工事費を抑え、根本的な防水工
事を行うことができるため。

63 4285000010 雨水排水施設設置工事（単価契約） 平山建設㈱ 杉並区 H28.4.1 H28.8.24
単価金額
発注見込額
工種追加

単価合計
\12,990,597
発注見込額
\26,130,229

単価合計
\8,844,000
発注見込額

\25,995,600

現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。また、現場精査
の結果、工事施工箇所を増やすことになった
ため、発注見込額を増額する。
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64 4275000019 特別区道第２１２３号線等整備工事
マルト・ディー工
房建設共同企業体

杉並区 H27.6.17 H28.8.25
工期
金額

175,889,880 161,676,000
沿道建物に関する工事が複数件行われたこと
による影響で本工事に遅れが生じたため、工
期の延伸を行う。

65 4285000150 保育施設用地整備工事　その４ 種屋造園興業㈱ 杉並区 H28.7.22 H28.8.26
金額

履行期間
仕様

¥11,681,280 ¥12,288,240

近隣住民の要望を踏まえ、工事時間の制限を
設けたことにより工期を変更する。また、伐採
抜根する樹木について、保育施設整備内容と
の整合を図り、施工数量を変更する。

66 4285000042 路面改良工事（Ｒ１０１０） 株式会社街路 杉並区 H28.5.9 H28.8.26
仕様
金額

         35,066,520          33,822,900

Ｌ形側溝用基礎工について、基礎があると設
計した箇所に基礎が入っていなかったことによ
り施工数量を増とする他、現場精査により数量
の変更が生じたため。

67 4285000151 保育施設用地整備工事　その５ ㈱矢島工務店 杉並区 H28.7.21 H28.8.29
金額

履行期間
仕様

¥17,704,440 ¥17,354,520

近隣住民の要望を踏まえ、家屋調査の実施を
追加するとともに、工事時間の制限を設けたこ
とにより、工期を変更する。また、伐採抜根す
る樹木について、保育施設整備内容との整合
を図り、施工数量を変更する。

68 4283000152
井草地域区民センター樹木剪定・害
虫駆除等管理業務委託

野田造園株式会社 杉並区 H28.4.1 H28.8.29
仕様
金額

¥1,420,200 ¥1,609,200
遊び場の保育室転用に伴い、除草範囲が縮
小するため契約変更を行う。

69 4283000791 栄養満点サロン業務委託
特定非営利活動法
人すぎなみ栄養と
食の会

杉並区 H28.4.1 H28.9.1
仕様
金額

¥749,736 ¥634,392

既に同事業を受託している当該団体と調整し
た結果、10月以降荻窪保健センター内におい
て委託による事業実施が可能となり、実施会
場及び実施回数を増やすための契約変更を
行う。

70 4273000034
杉並区立高齢者住宅上高井戸みどり
の里外１０か所の緊急通報システム
保守委託（長期継続契約）

アイホン株式会社
東京支店

文京区 H27.4.1 H28.9.1
仕様
金額

¥4,503,600 ¥4,914,000

天沼みどりの里は建物所有者との建物賃貸借
契約が平成28年10月31日で終了する。これに
伴い平成28年9月1日以降は入居者数がゼロ
となり、平成28年9月1日以降天沼みどりの里
の保守委託は不要になるため。



平成２８年度　契約変更一覧

11／18

契約
番号

契約件名 契約業者 所在地 契約日 契約変更日 変更内容 変更後契約金額  変更前契約金額 変更理由

71 4286000065
杉並区立子供園秋季園外保育用バス
の借上げ（単価契約）

関東観光株式会社 中野区 H28.6.30 H28.9.1
仕様
金額

¥1,162,080 ¥1,136,160
西荻北子供園の園外保育の行き先が変更と
なったため。

72 4283000145
保育の必要性の認定等に関する申請
受付入力業務等に係る人材派遣（単
価契約）

株式会社ヒューマ
ントラスト営業本
部

千代田区 H28.4.1 H28.9.1
仕様
金額

- -

待機児童緊急対策により２０００名を超える認
可保育園等の定員増を図るため、２９年４月入
所の申込みや相談件数の増加が見込まれて
おり、申込受付・相談、電話対応等の人員を増
やす必要があるため。

73 4283000541
部活動活性化事業実施業務委託（単
価契約）その６

株式会社Ｓｐｏｒ
ｔｓ＆Ｗｏｒｋｓ

中央区 H28.4.1 H28.9.1 金額 ¥1,873,800 ¥658,800
年度の途中で新規実施部活動の申請があり、
事業実施の回数が増加するため契約変更を
行う。

74 4283000091
杉並清掃事務所方南支所外４施設清
掃業務請負

大東ビルサービス
株式会社

杉並区 H28.4.1 H28.9.1
仕様
金額

7,687,440 8,143,200

平成２８年１２月１日より和泉児童館が子ども・
子育てプラザ和泉に変更となる。それに伴い
平成２８年９月１日より平成２８年１１月３０日ま
で改修工事が行われることになり、清掃回数
が減となるため。

75 4283000404
統合内部情報システム運用保守業務
委託

日本電気㈱　公
共・社会システム
営業本部

港区 H28.4.1 H28.9.7
仕様
金額

¥59,920,819 ¥59,038,891
入替を予定していたネットワーク機器につい
て、継続して使用することとなり、当該機器の
保守を延長する必要があるため。

76 4286000016
統合内部情報システム機器等の賃貸
借（２３年度導入）（再リース）

ＮＥＣキャピタル
ソリューション株
式会社官公社会シ
ステム営業本部

港区 H28.4.1 H28.9.12
仕様
金額

¥4,121,020 ¥4,040,798

平成２８年９月３０日でリース期間を終了する
機器仕様内の「ネットワーク機器」について、保
守業者による保守対応可能期間の再調査の
結果、保守期間延長が可能となったため、賃
貸借期間を延長する。

77 4285000133
妙正寺体育館改築に伴う周辺道路整
備工事（Ｒ２０１４）

山内建設株式会社 杉並区 H28.6.28 H28.9.13
仕様
金額

¥15,344,640 ¥15,660,000

現場精査の結果、下水人孔の高さと舗装計画
高が現況と同一となり、下水人孔上部据直の
必要がなくなったため施工数量を減ずる。ま
た、その他の現場精査の結果、数量等の変更
を行う。
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78 4285000149 保育施設用地整備工事　その３ 有限会社二葉植木 杉並区 H28.7.22 H28.9.13
仕様
金額

¥10,372,320 ¥10,112,040

工事車両が横断する歩道の利用者が想定以
上に多く、交通誘導警備員を追加する。その
他、現場精査の結果、数量等を変更する。ま
た、都道に公共汚水桝を設置するにあたり、許
可申請に時間を要したため工期を延伸する。

79 4283000500 ＳＷＩＴＣＨＰＣ機器保守業務委託

リコージャパン株
式会社首都圏ＭＡ
事業部　公共営業
部

港区 H28.4.1 H28.9.13
仕様
金額

¥19,914,228 ¥16,080,001

平成２８年９月３０日で賃貸借期間が終了する
機器について、賃借期間が３か月延長となった
ことのほか、平成２９年１月に導入される機器
の保守を行う必要が生じたため。

80 4285000148 保育施設用地整備工事　その２ 株式会社早房 杉並区 H28.7.6 H28.9.15
金額

履行期間
仕様

¥2,949,480 ¥3,369,600

工事を一時中止していたことから、中止解除に
伴い工期を延伸する必要が生じたため、履行
期間を変更する。また、伐採抜根する樹木に
ついて、保育施設整備内容との整合を図り、
施工数量を変更する。

81 4283000307
松ノ木運動場外２所　重点整備業務
委託

株式会社公立土木 杉並区 H28.4.1 H28.9.15 仕様 ¥5,022,000 ¥5,022,000

悪天候が続き、和田堀公園運動場整備作業予
定日に作業が行えなかった。使用予約の関係
から、同月内での変更ができなかったため、平
成２９年３月の作業予定日に整備作業を併せ
て行うため、契約変更を行う。

82 4285000144
桃井第二小学校改築に伴う事前環境
整備工事

株式会社矢島工務
店

杉並区 H28.7.13 H28.9.16
仕様
金額

         31,544,640          25,920,000

現場状況の変化により仮設工事で支障がある
ことが判明した。そのため、地中支障物の撤
去、陶芸小屋解体、災害用ポンプ小屋移設及
び既存門柱撤去作業等を行うことにより、金額
変更を行うとともに工期を延長する。

83 4285000138
高井戸第三小学校内装改修その他工
事

株式会社大島建設 杉並区 H28.7.13 H28.9.20
仕様
金額

79,922,160 76,140,000
老朽化により、床下地の改修方法が変更に
なったこと等、現場状況による変更
のため。

84 4283000920
平成２８年度橋梁設計委託（その
１）

株式会社日本構造
橋梁研究所

千代田区 H28.6.15 H28.9.26
金額

履行期間
仕様

¥6,048,000 ¥5,637,600
本委託の履行に際し、東吾橋の現地踏査にお
いて落橋防止システムの不具合が判明し、同
システムの改修の必要が生じたため。
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85 4283000201
地域包括支援センターシステム及び
機器の保守委託

東日本電信電話株
式会社ビジネス＆
オフィス営業推進
本部

港区 H28.4.1 H28.9.26
仕様
金額

¥17,473,644 ¥17,817,300

地域包括支援センターシステムサーバ（４台
分）の耐用年数到来による機器入れ替えによ
り、保守委託の契約機器及び契約金額が変更
となったため。

86 4283000951
平成２８年度橋梁設計委託（その
２）

株式会社高島テク
ノロジーセンター
東京支店

港区 H28.6.29 H28.9.26
金額

履行期間
仕様

¥5,551,200 ¥4,168,800
高井戸一号跨線橋の現場を確認したところ、
耐震補強の必要があることが判明し、耐震性
能照査を追加して実施することとなったため。

87 4285000058
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）北１

松島運輸㈱ 杉並区 H28.5.16 H28.9.29
単価金額
工種追加

単価合計
\6,571,479

単価合計
\4,921,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

88 4285000059
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）南１

萬建工業㈱ 杉並区 H28.5.16 H28.9.29
単価金額
工種追加

単価合計
\8,524,758

単価合計
\5,050,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

89 4283000525
（暫定）遊び場１０６番運動場　受
付管理等業務委託

公益財団法人杉並
区スポーツ振興財
団

杉並区 H28.4.1 H28.10.1
仕様
金額

¥5,074,000 ¥2,537,000

（暫定）遊び場106番運動場について、東京都
が行う河川調整池工事の着工が遅れ、平成28
年10月1日から平成29年3月31日まで引き続き
遊び場として区が利用できることとなったた
め、契約変更を行う。

90 4283000373
下高井戸運動場併設下高井戸区民集
会所外１所建物総合管理及び清掃業
務等請負

東京企業株式会社 杉並区 H28.4.1 H28.10.1
仕様
金額

¥12,333,600 ¥10,713,600

（暫定）遊び場１０６番運動場について、東京都
が行う河川調整池工事の着工が遅れ、平成２
８年１０月１日から平成２９年３月３１日まで引
き続き遊び場として区が利用できることとなっ
たため、契約変更を行う。

91 4283000532 本庁舎機械式駐車装置保守委託 ＩＨＩ運搬機械株式会 豊島区 H28.4.1 H28.10.1
仕様
金額

¥3,045,600 ¥3,659,040
本庁舎機械式駐車場装置更新工事に伴い、
保守委託対象機器数が変更となるため。
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92 4289000012
複合事務機の消耗品供給及び保守委
託（単価契約）

リコージャパン㈱ 港区 H28.4.1 H28.10.1 発注見込額 ¥929,948 ¥689,925
利用枚数が当初の予定に対し大幅に増えたた
め、発注見込額を変更する。

93 4285000234 ゆうゆう浜田山館トイレ改修工事 建和建設㈱ 杉並区 H28.9.23 H28.10.3
仕様
金額

¥1,395,360 ¥820,800

本工事契約後に報告を受けた下階の水漏りに
ついて、詳細調査を行ったところ、和便器にそ
の原因となる亀裂が発見されたことで、交換の
必要性が生じたため。

94 4283000077
杉並区立西荻北児童館外７施設清掃
業務請負

協和産業株式会社 杉並区 H28.4.1 H28.10.20
仕様
金額

¥8,741,088 ¥8,856,000
空調設備改修工事の実施により、館内への立
ち入りが不可能となり、日常清掃日数に変更
が生じるため。

95 4283000878
桃井第二小学校既存校舎耐力度調査
業務委託

株式会社大誠建築
設計事務所

中野区 H28.6.3 H28.10.20
仕様
金額

¥5,731,560 ¥5,616,000
耐力度調査の結果、追加コア抜き試験を行う
必要が生じたため。

96 4285000101
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１３

秋葉建設工業㈱ 杉並区 H28.6.22 H28.10.24
単価金額
工種追加

単価合計
\7,103,165

単価合計
\6,885,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

97 4285000153 道路維持補修工事（単価契約）南３ ㈱街路 杉並区 H28.7.19 H28.10.24
単価金額
発注見込額
工種追加

単価合計
\20,338,307
発注見込額
\22,866,318

単価合計
\19,548,000
発注見込額

\21,430,000

現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。また、所管警察
との協議の結果、交通誘導員配置の見直しを
行う等、施工内容変更に伴う金額の増額が必
要となったため、発注見込額を変更する。

98 4285000156 道路維持補修工事（単価契約）北５ ㈱早房 杉並区 H28.7.12 H28.10.24
単価金額
工種追加

単価合計
\18,710,532

単価合計
\18,650,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。



平成２８年度　契約変更一覧

15／18

契約
番号

契約件名 契約業者 所在地 契約日 契約変更日 変更内容 変更後契約金額  変更前契約金額 変更理由

99 4285000103
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１５

東邦建設㈱ 杉並区 H28.6.22 H28.10.24
単価金額
工種追加

単価合計
6,689,074

単価合計
6,650,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

100 4285000154 道路維持補修工事（単価契約）南４ ㈱ディー工房 杉並区 H28.7.19 H28.10.24
単価金額
工種追加

単価合計
\20,810,341

単価合計
\18,990,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

101 4285000155 道路維持補修工事（単価契約）北４ ㈱済美建設 杉並区 H28.7.12 H28.10.24
単価金額
発注見込額
工種追加

単価合計
\19,568,498
発注見込額
\24,993,631

単価合計
\17,960,000
発注見込額

\19,000,000

現契約工種では対応できない現場が発生した
ため、必要な工種を追加する。また、工期末に
緊急対応しなければならない現場が発生し工
事金額が増加したため、発注見込額を変更す
る。

102 4283000274
杉並区井草森公園管理事務所外２８
施設機械設備保守点検業務委託

協和産業株式会社 杉並区 H28.4.1 H28.10.24
仕様
金額

¥6,857,460 ¥7,214,400
空調設備の改修工事による機器の入替えに伴
い、空調設備の点検回数に変更が生じるた
め。

103 4285000102
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１４

㈱三法 杉並区 H28.6.22 H28.10.25
単価金額
工種追加

単価合計
\7,079,930

単価合計
\6,727,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

104 4285000148 保育施設用地整備工事　その２ ㈱早房 杉並区 H28.7.6 H28.10.25
仕様
金額

¥3,161,160 ¥2,949,480

既存資材置き場の下にコンクリート舗装があり
一体化していたため、ブロック積み撤去と併せ
て撤去する必要が生じた。その他、現場精査
の結果、数量等を変更する必要が生じたた
め。

105 4285000125 河川維持工事（単価契約）その１ 興亜土木㈱ 杉並区 H28.6.23 H28.10.28
単価金額
工種追加

単価合計
\1,975,871

単価合計
\1,183,900

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。
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106 4283000286
電気設備の保安保守点検業務委託
（児童青少年センター外９所）

株式会社ＴＫテクノ
サービス

千代田区 H28.4.1 H28.11.1
仕様
金額

¥1,664,280 ¥1,723,680
和泉児童館改修工事に伴い受変電設備（屋外
キュービクル式）を撤去することとなり、保守点
検業務の必要がなくなったため。

107 003809 旧永福南小学校機械警備業務委託 株式会社セノン 新宿区 H28.4.1 H28.11.1
仕様
金額

¥660,960 ¥385,560

平成28年11月より、旧永福南小学校を取り壊
し、新たに永福南体育館に変更するための工
事を行う予定だったが、工事計画が延期に
なった。このため、平成28年11月1日から平成
29年3月31日まで、委託期間延長の契約変更
を行う。

108 4284000024
こども発達センタープール循環ろ過
装置ろ材等交換

トースイ株式会社 千代田区 H28.10.7 H28.11.1
仕様
金額

¥327,240 ¥302,400
当該ろ過装置定期保守点検業者より、点検の
結果、ろ材等の交換にあたり必要数量を増量
する必要があるとの指示があったため。

109 4283001083
子ども・子育て支援システム改修等
業務委託

株式会社日本シス
テムブレーンズ

台東区 H28.9.12 H28.11.11
仕様
金額

¥4,363,200 ¥4,060,800

次年度の認可保育所等定員増により募集人
数の増加が予想される。当該仕様を改修項目
に加えることで保育所等利用調整事務及びシ
ステム入力業務の負担が軽減され、効率化を
図ることができるため。

110 4285000236 四宮森児童館遊戯室空調機取替工事 若林冷暖設備㈱ 杉並区 H28.10.12 H28.11.14
仕様
金額

¥8,379,720 ¥8,123,760
室外機撤去搬入に伴い仮設足場設置をする
必要が生じたため。

111 4285000174 街路灯の塗装工事（単価契約）１
株式会社矢口塗装
店

杉並区 H28.7.29 H28.11.21
単価金額
工種追加

単価合計
\869,447

単価合計
\634,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

112 4286000089
ファイル暗号化システムソフトウェ
アの賃貸借（２８年度導入）（長期
継続契約）

株式会社ＪＥＣＣ 千代田区 H28.10.26 H28.11.24 仕様
月額

\622,836
月額

\622,836

導入予定のソフトウェアが、販売停止となり、
区システムに適合した後継品に変更する必要
があるため。
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113 4285000179
街路灯の新設・改修工事（単価契
約）２

杉並電業㈱ 杉並区 H28.7.29 H28.11.25
単価金額
工種追加

単価合計
\19,979,289

単価合計
\17,955,000

現契約工種では対応できない現場が発生し、
必要な工種を追加する。

114 4283001032
保育園健康診査補助（歯科衛生士）
の人材派遣（単価契約）

株式会社メディカ
ルワールド

港区 H28.8.8 H28.11.25
履行期間
仕様

¥2,576,880 ¥2,576,880

今年度園毎に契約し、実施する予定であった
保育所について、杉並区歯科医師会と協議の
結果、健診時に起きた事故等における保険が
適用されないため、区で取りまとめて実施する
こととなった。それに伴い、歯科医師確保の関
係上、歯科健診の実施期間が1月中となり、歯
科衛生士の派遣期間を平成29年1月31日まで
に変更する。

115 4285000180
富士学園体育館屋根防水改修その他
工事

川上建設株式会社
山梨県富
士吉田市

H28.8.4 H28.11.25
仕様
金額

¥14,977,440 ¥14,526,000

軒裏のフッ素銅版の劣化、ケラバ膜坂のシー
リング劣化が判明。軒裏は錆止めとウレタン塗
布、シーリングは打ち替えを行う。降雪地帯の
気候条件を考慮し、ウレタントップコートを２回
塗りの仕様の材料へ変更する。

116 4285000262
北公園緑地事務所電気設備切り回し
その他工事

㈱三栄電気設備 杉並区 H28.10.18 H28.11.30
仕様
金額

¥2,374,920 ¥2,123,280
送配電事業者工事負担金及び電気通信事業
者工事負担金に変更があったため。

117 4283000628
永福和泉地域区民センター外２施設
昇降機設備保守点検業務委託

フジテック株式会
社首都圏統括本部

港区 H28.4.1 H28.12.1
仕様
金額

¥1,026,000 ¥1,043,280
永福和泉地域区民センターのエレベーター改
修工事に伴い、遠隔監視リ変更となり停止点
検回数を減じるため。

118 285000202 阿佐谷図書館外壁改修その他工事 加賀建設㈱ 杉並区 H28.8.29 H28.12.2
仕様
金額

¥5,374,600 ¥9,645,200

調査によりタイル改修範囲の変更及び工期延
長が必要となった。また、西面堅から発生した
漏水の改修、東側隣接地から電波障害の苦情
があったことによりテレビアンテナの受信方向
等の調査も必要となったため。

119 4285000237
井草児童館遊戯室外１室照明改修に
伴う天井改修工事

加賀建設㈱ 杉並区 H28.10.3 H28.12.2
仕様
金額

¥4,037,040 ¥2,867,400
天井解体時に発覚した天井吊金物に溶接固
定された大型スチールボックスの撤去。また、
天井の一部形状変更が必要となったため。
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120 4285000220 山葉名いこいの森縮小工事 東武緑地㈱ 杉並区 H28.9.15 H28.12.8
仕様
金額

         16,411,680          16,416,000

新規に造成する出入口について、当初設計で
は階段であったが、地元からの要望によりス
ロープに変更する必要が生じたため、数量等
を変更する。

121 4283000381
区立児童館通年開館に伴う日曜日等
管理業務委託（単価契約）

公益社団法人杉並
区シルバー人材セ
ンター

杉並区 H28.4.1 H28.12.11 仕様 ¥20,432,000 ¥20,432,000
和泉児童館が閉館したことにより、対象施設か
ら削除するため。

122 4283000012
区立小学校常駐警戒業務委託１（北
東エリア）

京浜企業株式会社 杉並区 H28.4.1 H28.12.16 仕様 ¥28,296,000 ¥28,296,000 馬橋保育園が移転するため。

123 4283000383
区立児童館遊戯室等の目的外使用に
伴う管理業務委託（単価契約）

公益社団法人杉並
区シルバー人材セ
ンター

杉並区 H28.4.1 H29.1.10 仕様 ¥12,959,360 ¥12,959,360
和泉児童館が閉館し、子ども・子育てプラザ和
泉として開設することに伴い、目的外使用に伴
う管理業務の業務時間が変更となるため。
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