
平成３０年度　契約変更一覧

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

1 4293000081
下高井戸おおぞら公園維持管理業務
委託（長期継続契約）

㈱ジンダイ杉並支
店

杉並区 H29.4.1 H30.4.1
金額
仕様

(年額)\28922400 (年額)\28,749,600
下高井戸おおぞら公園の拡張整備に伴い、維
持管理する対象面積が増加したため。

2 4293000310
児童青少年センター外１６施設機械
警備業務委託（長期継続契約）

セコム株式会社 渋谷区 H29.4.1 H30.4.1
仕様

契約金額
（年額）\4,368,571 （年額）\4,420,656

成田西児童館の工事期間中は機械警備が不
要になるため、契約金額を変更する。工事期
間：平成３０年４月１日から平成３０年７月２２日
まで。

3 4303000352 除草請負　南１（単価契約） 株式会社バン 杉並区 H30.4.1 H30.4.1 単価金額 ¥17,113,516 ¥17,113,516

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

4 4303000354 除草請負　南２（単価契約） 有限会社彌生造園 杉並区 H30.4.1 H30.4.1 単価金額 ¥17,177,249 ¥17,177,249

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

5 4303000355 除草請負　南３（単価契約） 有限会社木下農園 杉並区 H30.4.1 H30.4.1 単価金額 ¥7,076,953 ¥7,076,953

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

6 4303000336
特色ある公園維持管理委託（単価契
約）

株式会社バン 杉並区 H30.4.1 H30.4.2 単価金額 ¥5,768,000 ¥5,768,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

7 4303000341
公園等樹木管理委託　南１（単価契
約）

東武緑地株式会社 杉並区 H30.4.1 H30.4.2 単価金額 ¥19,996,453 ¥19,996,453

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。
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8 4303000344
公園等樹木管理委託　南３（単価契
約）

株式会社勇和造園 杉並区 H30.4.1 H30.4.2 単価金額 ¥19,841,749 ¥19,841,749

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約
金額を変更する必要があるため。なお、発注
見込額の変更はない。

9 4303000351
公園等樹木管理委託　南５（単価契
約）

有限会社二葉植木 杉並区 H30.4.1 H30.4.2 単価金額 ¥9,911,631 ¥9,911,631

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約
金額を変更する必要があるため。なお、発注
見込額の変更はない。

10 4303000533
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その１

一般社団法人東京
公共嘱託登記土地
家屋調査士協会杉
並従たる事務所

杉並区 H30.4.2 H30.4.2 単価金額 ¥7,128,000 ¥7,128,000
設計業務委託等技術者単価の運用に係る特
例措置に基づき、契約金額を変更する必要が
あるため。なお、発注見込み額の変更はない。

11 4303000535
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その２

株式会社ホダカ・
プラニング

杉並区 H30.4.2 H30.4.2 単価金額 ¥7,128,000 ¥7,128,000

設計業務委託等技術者単価の運用に係る特
例措置に基づき、契約金額を変更する必要
があるため。なお、発注見込み額の変更は
ない。

12 4303000536
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）その３

陸地測量株式会社 杉並区 H30.4.2 H30.4.2 単価金額 ¥7,128,000 ¥7,128,000
設計業務委託等技術者単価の運用に係る特
例措置に基づき、契約金額を変更する必要が
あるため。なお、発注見込み額の変更はない。

13 4305000008
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１

諫早建設株式会社 杉並区 H30.4.2 H30.4.2 単価金額 ¥24,948,000 ¥24,948,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

14 4305000009
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２

株式会社三法 杉並区 H30.4.2 H30.4.2 単価金額 ¥24,948,000 ¥24,948,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。
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15 4305000010
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その３

株式会社ディー工
房

杉並区 H30.4.2 H30.4.2 単価金額 ¥24,948,000 ¥24,948,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

16 4305000011
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その４

中央土建工業株式
会社

杉並区 H30.4.2 H30.4.2 単価金額 ¥24,948,000 ¥24,948,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

17 4305000012
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その５

山内建設株式会社 杉並区 H30.4.2 H30.4.2 単価金額 ¥24,948,000 ¥24,948,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

18 4305000013
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その７

秋葉建設工業株式
会社

杉並区 H30.4.2 H30.4.2 単価金額 ¥24,948,000 ¥24,948,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

19 4305000014
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その６

興亜土木株式会社 杉並区 H30.4.2 H30.4.2 単価金額 ¥24,948,000 ¥24,948,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

20 4305000015
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その８

株式会社街路 杉並区 H30.4.2 H30.4.2 単価金額 ¥24,948,000 ¥24,948,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

21 4305000016
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その９

東邦建設株式会社 杉並区 H30.4.2 H30.4.2 単価金額 ¥24,948,000 ¥24,948,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。
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22 4305000017
狭あい道路重点地区拡幅整備工事
（単価契約）その１

株式会社早房 杉並区 H30.4.2 H30.4.2 単価金額 ¥24,948,000 ¥24,948,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

23 4295000392
子ども・子育てプラザ成田西内装改
修その他工事

株式会社矢島工務
店

杉並区 H30.3.8 H30.4.3 契約金額 ¥135,918,000 ¥135,000,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

24 4303000432
公共施設の樹木等維持管理委託　南
１（単価契約）

箱根植木株式会社 杉並区 H30.4.1 H30.4.4 単価金額 ¥16,597,440 ¥16,597,440

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

25 4303000434
公共施設の樹木等維持管理委託　南
３（単価契約）

有限会社木下農園 杉並区 H30.4.1 H30.4.4 単価金額 ¥15,124,320 ¥15,124,320

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

26 4303000337 除草請負　北１（単価契約）
種屋造園興業株式
会社

杉並区 H30.4.1 H30.4.5 単価金額 ¥10,888,381 ¥10,888,381
公共工事設計労務単価の運用に係る特例措
置に基づき、契約金額を変更する必要がある
ため。なお、発注見込額の変更はない。

27 4303000437
公共施設の樹木等維持管理委託　北
２（単価契約）

有限会社彌生造園 杉並区 H30.4.1 H30.4.5 単価金額 ¥16,164,360 ¥16,164,360

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

28 4303000442
区営苗圃の樹木等管理委託（単価契
約）

有限会社二葉植木 杉並区 H30.4.1 H30.4.5 単価金額 ¥6,933,000 ¥6,933,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。
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29 4303000433
公共施設の樹木等維持管理委託　南
２（単価契約）

株式会社大場造園 杉並区 H30.4.1 H30.4.9 単価金額 ¥14,966,532 ¥14,966,532
公共工事設計労務単価の運用に係る特例措
置に基づき、契約金額を変更する必要がある
ため。なお、発注見込額の変更はない。

30 4303000333
公園等樹木管理委託　北２（単価契
約）

箱根植木株式会社 杉並区 H30.4.1 H30.4.10 単価金額 ¥18,259,333 ¥18,259,333

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

31 4303000335
公園等樹木管理委託　北３（単価契
約）

株式会社植米苑 杉並区 H30.4.1 H30.4.10 単価金額 ¥18,259,333 ¥18,259,333

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

32 4303000429
塚山公園緑化モデル園樹木等維持管
理委託（単価契約）

株式会社植米苑 杉並区 H30.4.1 H30.4.10 単価金額 ¥1,420,000 ¥1,420,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

33 4303000436
公共施設の樹木等維持管理委託　北
１（単価契約）

株式会社昭和造園 杉並区 H30.4.1 H30.4.10 単価金額 ¥16,895,520 ¥16,895,520

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

34 4303000332
公園等樹木管理委託　北１（単価契
約）

種屋造園興業株式
会社

杉並区 H30.4.1 H30.4.11 単価金額 ¥18,806,646 ¥18,806,646
公共工事設計労務単価の運用に係る特例措
置に基づき、契約金額を変更する必要がある
ため。なお、発注見込額の変更はない。

35 4303000441 寄付樹木移植委託（単価契約）
種屋造園興業株式
会社

杉並区 H30.4.1 H30.4.11 単価金額 ¥2,000,000 ¥2,000,000
公共工事設計労務単価の運用に係る特例措
置に基づき、契約金額を変更する必要がある
ため。なお、発注見込額の変更はない。
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36 4303000439
公共施設の樹木等維持管理委託　北
３（単価契約）

東武緑地株式会社 杉並区 H30.4.1 H30.4.17 単価金額 ¥16,391,160 ¥16,391,160

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

37 4303000300
平成３０年度杉並区立小・中学校外
国人英語教育指導助手業務委託

株式会社インタ
ラック関東中部

中央区 H30.4.1 H30.4.18
金額

支払内訳書
¥47,950,056 ¥48,207,852

当初の予定よりも学級数が減少し、外国人指
導助手の配置日数が減少したため契約金額を
変更する。

38 4303000348
公園等樹木管理委託　南４（単価契
約）

株式会社大場造園 杉並区 H30.4.1 H30.4.19 単価金額 ¥19,841,749 ¥19,841,749

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約
金額を変更する必要があるため。なお、発注
見込額の変更はない。

39 4305000018 善福寺川河川環境改善工事
株式会社ディー工
房

杉並区 H30.4.1 H30.4.23 契約金額 ¥14,493,600 ¥14,191,200

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

40 4303000248 街路樹剪定委託（南） 株式会社植米苑 杉並区 H30.4.1 H30.4.26 契約金額 ¥22,851,720 ¥22,680,000
平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約
金額を変更する必要があるため。

41 4303000342
公園等樹木管理委託　南２（単価契
約）

株式会社常緑苑 杉並区 H30.4.1 H30.4.27 単価金額 ¥19,841,749 ¥19,841,749

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約
金額を変更する必要があるため。なお、発注
見込額の変更はない。

42 4303000849
こども発達センター地域支援講座運
営業務委託

学校法人東京女子
大学

杉並区 H30.4.20 H30.4.27
契約金額
仕様

¥1,460,160 ¥1,848,960
支援者講座（ワークショップ）前期６回の講師に
ついて区が別に委託することになったため。
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43 4305000005 道路維持補修工事（単価契約）北１
秋葉建設工業株式
会社

杉並区 H30.4.1 H30.5.7 単価金額 ¥19,410,000 ¥19,410,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

44 4303000859
杉並区立中学校フレンドシップス
クール実施に伴う事業委託　その２
（単価契約）

株式会社農協観光
首都圏支店

千代田区 H30.4.24 H30.5.9
キャンセル

料
¥12,824,490 ¥12,824,490

雷雨の影響で予定していた飯盒炊爨の実施を
取りやめることになり、協議の上、キャンセル
料を決定する必要があるため。

45 4303000273 河川樹木剪定委託 株式会社バン 杉並区 H30.4.1 H30.5.10
仕様

契約金額
¥15,989,400 ¥16,005,600

履行場所の内、遅野井親水施設について当初
設計と数量に増減が認められたこと及び平成
３０年３月から適用する公共工事設計労務単
価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額
を変更する。

46 4305000003 道路維持補修工事（単価契約）南１ 株式会社大英 杉並区 H30.4.1 H30.5.11 単価金額 ¥21,960,000 ¥21,960,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

47 4303000785
学校教育施設芝生維持管理支援委託
（単価契約）北１

東武緑地株式会社 杉並区 H30.4.1 H30.5.22 単価金額 ¥10,497,996 ¥10,497,996

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

48 4303000786
学校教育施設芝生維持管理支援委託
（単価契約）北２

箱根植木株式会社 杉並区 H30.4.1 H30.5.22 単価金額 ¥8,330,736 ¥8,330,736

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

49 4303000787
学校教育施設芝生維持管理支援委託
（単価契約）南１

株式会社大場造園 杉並区 H30.4.1 H30.5.22 単価金額 ¥12,498,710 ¥12,498,710

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。
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50 4303000788
学校教育施設芝生維持管理支援委託
（単価契約）南２

株式会社勇和造園 杉並区 H30.4.1 H30.5.22 単価金額 ¥12,161,745 ¥12,161,745

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

51 4303000789
学校教育施設芝生維持管理支援委託
（単価契約）南３

株式会社昭和造園 杉並区 H30.4.1 H30.5.22 単価金額 ¥15,032,066 ¥15,032,066

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

52 4303000567
杉並第七小学校外１１校給食用小荷
物専用昇降機設備保守点検業務委託

冨士エレベーター
工業株式会社

千代田区 H30.4.1 H30.6.1
金額
仕様

¥738,720 ¥777,600

桃井第三小学校給食用リフト改修工事に伴
い、平成３０年９月から平成３１年２月の月次
点検が不要になるため。

53 4305000039
堀之内小学校事務室外５室空調機取
替工事

峯尾機工株式会社 杉並区 H30.5.8 H30.6.4
仕様

契約金額
¥13,455,720 ¥12,679,200

当初は６室同時施工を予定していたが、現場
要望をふまえ２回に分けて施工することとな
り、設計変更が生じたため。

54 4305000042
路面改良工事（Ｒ２０２９、Ｒ２０
３３）

株式会社ディー工
房

杉並区 H30.5.14 H30.6.8
契約金額
仕様

¥45,232,560 ¥42,836,040

西武バスと協議の結果、当該工事場所の交通
量が多いため、交通誘導員を増員すること、作
業帯を３０ｍ程度にすること、舗装工事は昼間
工事から夜間工事へ変更することなど合意し
たため。

55 4303000594
杉並第一小学校外１６施設電気設備
保安保守点検業務委託

荻窪電気管理有限
責任事業組合

杉並区 H30.4.1 H30.6.11
金額
仕様

¥4,602,744 ¥4,684,392

杉並第一小学校受変電設備取替工事に伴い
年次点検が不要になるため。高円寺中学校及
び桃井第二小学校改築工事に伴い、プール漏
電遮断器検査が不要となるため。また、検査を
要する機器の個数に変動があったため。

56 4301000041
杉並区長選挙及び杉並区議会議員補
欠選挙の選挙公報印刷請負

株式会社きかんし H30.4.27 H30.6.18 仕様、金額 ¥927,590 ¥1,265,932
区議会議員補欠選挙について、候補者が８人
以下となったため、仕様書の記載に従いブラン
ケット判からタブロイド判へ変更する。
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57 4303000246 街路樹剪定委託（北） 株式会社勇和造園 杉並区 H30.4.1 H30.6.18 契約金額 ¥28,097,280 ¥27,972,000
平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約
金額を変更する必要があるため。

58 4303000274 街路樹等管理委託（単価契約） 株式会社バン 杉並区 H30.4.1 H30.6.18 単価金額 ¥4,380,000 ¥4,380,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約
金額を変更する必要があるため。なお、発注
見込額の変更はない。

59 4285000356 杉並区永福体育館移転改修建築工事江州・興信・大島
建設共同企業体

杉並区 H29.3.17 H30.6.20
契約金額
仕様

¥1,030,568,400 ¥1,017,468,000

設計時に確認できなかった管理棟２階屋上及
び体育館のトップライト部分のウレタン防水を
追加するほか、現場精査の結果、トレーニング
ルーム等の室内空調機を壁設置型から天井
埋込型へ変更する等の必要があるため

60 4285000357
杉並区永福体育館移転改修電気設備
工事

栄新テクノ株式会
社

杉並区 H29.3.17 H30.6.20
金額
仕様

¥111,834,000 ¥108,000,000
主管課要望、現場精査により、ビーチコート照
明の照度見直しや一部器具の変更等が生じた
ため。

61 4303000055
介護保険料納入通知書等の作成、印
字及び封入封緘委託（単価契約）

株式会社イムラ封
筒パッケージソ
リューション営業
統括部

港区 H30.4.1 H30.6.20
単価金額
発注見込額

仕様
¥22,574,884 ¥27,574,884

保険料本賦課通知にお知らせを１点追加封入
することになったため。併せて、入札の結果、
当初の発注見込額を大幅に下回ることが判明
したため、発注見込額を減額する。

62 4303000665
文書配送業務の委託（長期継続契
約）

株式会社ダイヤル
運送

杉並区 H30.4.1 H30.6.21 仕様 ¥2,527,200 ¥2,527,200

社会福祉協議会（馬橋事務所）が移転し、社会
福祉協議会（浜田山事務所）に名称変更にな
ることに伴い、平成３０年７月１日から配送先
名称及び配送物受渡し場所を変更する。な
お、契約金額の変更はない。

63 4303000143
杉並区立成田保育園における給食調
理業務及び用務業務委託

葉隠勇進株式会社
東京本社

渋谷区 H30.4.1 H30.6.25 契約条項 ¥20,736,000 ¥20,736,000
乙が、この契約により生ずる権利又は義務を、
第三者に譲渡し、承継させる必要が生じたた
め。
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64 4293001101
高円寺中学校隣地における敷地確定
測量等業務委託

株式会社大進測量
設計

杉並区 H29.10.12 H30.6.27
履行期間

仕様
¥702,000 ¥702,000

本件土地の一部所有者との立ち合い交渉が、
なお難航しており、土地境界の確定には利害
関係人全員の同意が必要なことから、引き続
き交渉を続けるため履行期限を延長する。

65 4301000060
杉並区温水プール使用券（プリペイ
ドカード）の購入

株式会社エルコム 大田区 H30.5.9 H30.6.29 納入期限 ¥1,404,000 ¥1,404,000

契約条項第10条に基づき、乙から、例年を大
幅に上回る受注のため購入物品の製造が追
いつかない旨の報告があり、納入期限の延長
の申し出があったため。

66 4303000783
杉並区立上井草保育園管理運営業務
委託

社会福祉法人国立
保育会

国立市 H30.4.1 H30.6.30 契約金額 ¥51,716,284 ¥51,432,260
子ども・子育て支援法、杉並区保育扶助要綱
等で定めた給付額の単価改定により、委託料
総額に変更が生じたため。

67 4303000277
中央図書館外２３施設機械設備保守
点検業務委託

セントラルファシ
リティーズ株式会
社

杉並区 H30.4.1 H30.7.1 契約金額 ¥6,859,080 ¥6,966,000
６月末日で杉並保育園が移転し、７月以降当
該施設を使用しないこととなり、保守点検が不
要となるため。

68 4303000702 永福自転車集積所警備業務委託 株式会社セノン 新宿区 H30.4.1 H30.7.3 仕様 ¥738,720 ¥738,720

永福自転車集積所の一部を工事用車両搬出
入路及び施工ヤードとして利用することに伴
い、警備業務の対象範囲等を平成３０年７月５
日から変更する。なお、契約変更の変更はな
い。

69 4303000677 和泉保健センター機械警備業務委託 セコム株式会社 渋谷区 H30.4.1 H30.7.4 仕様 ¥1,102,377 ¥1,102,377
エレベーター設置工事に伴い、設置機器の増
減が必要になったため。

70 4303001006
杉並区立中学校フレンドシップス
クール実施に伴う事業委託　その５
（単価契約）

株式会社ＪＴＢ教育
第二事業部

新宿区 H30.7.3 H30.7.4
単価金額
発注見込額
単価内訳書

（単価合計）
￥317,150

（発注見込額）
￥2,556,500

（単価合計）
￥291,550

（発注見込額）
￥2,530,900

受託者とそなえ館が打ち合わせを行った結
果、契約締結後にプログラムの実施内容及び
利用金額に変更が生じたため。
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71 4303000059
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 H30.4.1 H30.7.5 仕様 ¥4,161,888 ¥4,161,888
通知書に同封するリーフレットが１種類減った
ため。なお、各単価金額及び発注見込額の変
更は無い。

72 4295000396 桃五学童クラブ増設その他建築工事
国際建設株式会社
東京支社

杉並区 H30.3.8 H30.7.6
契約金額
仕様

¥141,782,400 ¥141,480,000
工事着手後、埋蔵文化財調査の必要が生じる
など、工事の工種・数量に増減が生じたため。

73 4302000007 すぎなみまっぷ用サーバ更新 第一航業株式会社 杉並区 H30.5.30 H30.7.10 履行期間 ¥6,687,640 ¥6,687,640

本契約は、履行期間中の豪雨等による災害の
発生にも備え、入れ替え作業における不具合
の発生を最小限にする必要がある。動作検証
に１か月間の期間を確保するよう、移行計画を
見直したため履行期間を変更する。

74 4303000867
運用監視端末、統合端末及びプリン
タの構築作業委託

日本電気株式会社
公共・社会システ
ム営業本部

港区 H30.4.23 H30.7.10
履行期間
仕様

¥3,278,340 ¥3,278,340
業務アプリケーションの提供時期が9月以降に
配信されることになったため、履行期間を変更
する。なお、契約金額に変更はない。

75 4303000939 遅野井川親水施設開園式設営委託
アースサポート株
式会社

渋谷区 H30.6.13 H30.7.20
契約金額
仕様

¥692,280 ¥495,720
熱中症対策によるテントの増設及び救護室の
設置をするため。

76 4305000003 道路維持補修工事（単価契約）南１ 株式会社大英 杉並区 H30.4.1 H30.7.26
仕様

単価金額
発注見込額

¥22,500,000 ¥21,960,000

原契約の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、東京ガ
ス工事の舗装本復旧前に、雨水ます取付管の
改修が必要なため、発注見込額を増額する。

77 4305000004 道路維持補修工事（単価契約）南２ 株式会社済美建設 杉並区 H30.4.1 H30.7.26
仕様

単価金額
発注見込額

¥24,212,000 ¥21,960,000
原契約の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、これに
必要な発注見込額を増額する。
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78 4305000005 道路維持補修工事（単価契約）北１
秋葉建設工業株式
会社

杉並区 H30.4.1 H30.7.26
仕様

単価金額
¥19,410,000 ¥19,410,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

79 4305000006 道路維持補修工事（単価契約）北２
マルト建設株式会
社

杉並区 H30.4.1 H30.7.26
仕様

単価金額
¥19,410,000 ¥19,410,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

80 4305000007 道路維持補修工事（単価契約）北３ 平山建設株式会社 杉並区 H30.4.1 H30.7.26
仕様

単価金額
¥19,410,000 ¥19,410,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

81 4305000018 善福寺川河川環境改善工事
株式会社ディー工
房

杉並区 H30.4.1 H30.7.26
仕様

契約金額
¥14,775,480 ¥14,493,600

現場精査の結果、想定を超える堆積物が確認
され、浚渫を行うこととなったため。

82 4305000008
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１

諫早建設株式会社 杉並区 H30.4.2 H30.7.27
仕様

単価金額
¥24,948,000 ¥24,948,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

83 4305000009
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２

株式会社三法 杉並区 H30.4.2 H30.7.27
仕様

単価金額
¥24,948,000 ¥24,948,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

84 4305000010
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その３

株式会社ディー工
房

杉並区 H30.4.2 H30.7.27
仕様

単価金額
¥24,948,000 ¥24,948,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。
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85 4305000012
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その５

山内建設株式会社 杉並区 H30.4.2 H30.7.27
仕様

単価金額
¥24,948,000 ¥24,948,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

86 4305000014
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その６

興亜土木株式会社 杉並区 H30.4.2 H30.7.27
仕様

単価金額
¥24,948,000 ¥24,948,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

87 4305000015
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その８

株式会社街路 杉並区 H30.4.2 H30.7.27
仕様

単価金額
¥24,948,000 ¥24,948,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

88 4305000016
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その９

東邦建設株式会社 杉並区 H30.4.2 H30.7.27
仕様

単価金額
¥24,948,000 ¥24,948,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

89 4303000968
医療費通知作成等業務委託（単価契
約）

株式会社ＴＬＰ 板橋区 H30.6.28 H30.7.30
発注見込額

仕様
¥2,808,000 ¥2,592,000

印字が正しく表示されない医療費通知につい
て新たに引き抜き作業を追加するため。

90 4303000286
障害者福祉会館外１施設機械設備保
守点検業務委託（長期継続契約）

オーディーエー株
式会社杉並支店

杉並区 H30.4.1 H30.7.31 金額 （年額）\12,810,960 （年額）\12,852,000
真空式温水発生機を電気温水器に切り替えた
ことにより、真空式温水発生機の点検が不要
になるため。

91 4303000707 本庁舎昇降機設備保守委託
日本オーチス・エ
レベータ株式会社
東日本支社

文京区 H30.4.1 H30.8.1
金額
仕様

¥16,387,920 ¥17,975,520
本庁舎西棟昇降機更新工事に伴い、工事期
間中の保守対象機器数が変更となるため。
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92 4305000039
堀之内小学校事務室外５室空調機取
替工事

峯尾機工株式会社 杉並区 H30.5.8 H30.8.3
履行期間
仕様

¥13,455,720 ¥13,455,720
平成３０年７月豪雨により空調機製造メーカー
の倉庫が被災し、空調機の納品が大幅に遅れ
たため。

93 4305000093
仮称成田東三丁目保育施設内装撤去
その他工事

天心建設株式会社 杉並区 H30.6.20 H30.8.9
仕様

契約金額
履行期間

¥22,968,360 ¥17,982,000
現場精査の結果、梁や柱部分に鉄筋が露出し
ている箇所が発見され、躯体補修を行う必要
が生じたため。

94 4305000028
高井戸中学校及び併設１施設外壁補
修工事

友伸建設株式会社 杉並区 H30.5.21 H30.8.10 契約金額 ¥126,403,200 ¥124,200,000
現場精査の結果、シーリングの不良個所が設
計時の数量より増加したため。

95 4263001119
コンビニ交付システム等保守委託(平
成26年度導入)(長期継続契約)

日本電気株式会社
公共・社会システ
ム営業本部

港区 H26.11.17 H30.8.16
金額

支払内訳書
（年額）\12,908,160 （年額）\8,268,480

別途契約をしている「証明書自動交付機シス
テム等保守委託」において、共通の作業項目
があったため本契約と費用を按分していたが、
同保守委託の契約が平成30年8月31日で終了
する。このため平成30年9月から按分していた
費用を本契約に統一して支払う必要があるた
め。

96 4305000081
高井戸東小学校外２校家庭科室外１
室空調機設置工事

梶原電工株式会社 杉並区 H30.6.18 H30.8.20 履行期間 ¥20,520,000 ¥20,520,000
平成３０年７月豪雨により室外機を生産する工
場が水没し、室外機の納品が大幅に遅れたた
め。

97 4305000083
大宮小学校外１校家庭科室外１室空
調機設置工事

有限会社第一総合
サービス

杉並区 H30.6.14 H30.8.20 履行期間 ¥13,694,400 ¥13,694,400
平成３０年７月豪雨により空調機製造メーカー
の倉庫が被災し、空調機の納品が大幅に遅れ
たため。

98 4305000099
杉森中学校外１校特別支援教室空調
機設置工事

若林冷暖設備株式
会社

杉並区 H30.6.21 H30.8.20 履行期間 ¥6,978,960 ¥6,978,960
平成３０年７月豪雨により空調機製造メーカー
の倉庫が被災し、空調機の納品が大幅に遅れ
たため。
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99 4302000015
永福体育館卓球台外スポーツ用品の
購入

株式会社ミカドス
ポーツ

杉並区 H30.7.10 H30.8.22 履行期間 ¥21,198,844 ¥21,198,844
バスケット用車椅子２台の納期が遅延するた
め。

100 4305000041 路面改良工事（Ｒ２０３０）
マルト建設株式会
社

杉並区 H30.5.14 H30.8.24
契約金額
仕様

¥28,848,960 ¥28,306,800
施工に際し商店の営業に極力影響を与えない
よう、昼間施工の一部工種を夜間施工に変更
するため。

101 4305000042
路面改良工事（Ｒ２０２９、Ｒ２０
３３）

株式会社ディー工
房

杉並区 H30.5.14 H30.8.24
工期
仕様

¥45,232,560 ¥45,232,560
下水道局との調整の結果、Ｌ型汚水ます上部
据付工をＬ型小型汚水ます改修工に変更する
ことになったため、工期を５日間延伸する。

102 4295000038
杉並区立阿佐谷南保育園改築建築工
事

江州建設株式会社 杉並区 H29.6.19 H30.8.27 契約金額 ¥431,838,000 ¥429,840,000
工事着手後、保育室の開口部の増設など、工
種・数量に増減が発生したため。

103 4305000107
八成小学校外２校家庭科室等空調機
設置工事

東京ガスライフバ
ル保谷株式会社

杉並区 H30.7.3 H30.8.27 履行期間 ¥16,146,000 ¥16,146,000
平成３０年７月豪雨により室外機を生産する工
場が水没し、室外機の納品が大幅に遅れたた
め。

104 4303000028 山葉名いこいの森鍵の開閉業務委託
山葉名いこいの森
を守り育てる協議
会

杉並区 H30.4.1 H30.8.28
契約金額
仕様

¥786,240 ¥788,400

平成３０年８月２９日に山葉名いこいの森内に
おいて台風の影響による倒木の除去作業をす
るため、作業当日の鍵の開閉業務を中止する
とともに契約金額を減額する。

105 4305000096
大宮中学校外１校家庭科室等空調機
設置工事

株式会社ユーダイ 杉並区 H30.6.21 H30.8.31 履行期間 ¥13,867,200 ¥13,867,200
平成３０年７月豪雨により空調機製造メーカー
の倉庫が被災し、空調機の納品が大幅に遅れ
たため。
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106 4305000097 済美養護学校空調機取替第一期工事
有限会社第一総合
サービス

杉並区 H30.6.27 H30.8.31
仕様

契約金額
¥27,525,960 ¥25,617,600

既存空調メーカーと新設空調メーカーの配線
要領が異なることから、配線の再利用ができ
ず、新設する必要があるため。

107 4303000596
桃井第一小学校外１４施設電気設備
保安保守点検業務委託

一般財団法人関東
電気保安協会東京
北事業本部

荒川区 H30.4.1 H30.9.1
金額
仕様

¥4,970,376 ¥4,949,208
桃井第四小学校の受変電設備取替工事によ
り、設備容量の増加に伴い契約金額が変更と
なるため。

108 4303000652
インターネットシステム運用保守業
務委託

日本電気株式会社
公共・社会システ
ム営業本部

港区 H30.4.1 H30.9.1 仕様 ¥56,155,680 ¥56,043,036
外部メールサーバの入替に伴い、保守対象機
器及びソフトウェアが変更となるため。

109 4305000036 街路灯小型水銀灯改修工事３ 株式会社協電社 杉並区 H30.5.14 H30.9.4
仕様

工事場所
契約金額

¥39,112,200 ¥39,476,160
現場精査の結果、「ポール改修」の工種を追
加、標示シート張替工の減少、また、近隣区民
要望により、施工範囲を拡大したため。

110 4293001101
高円寺中学校隣地における敷地確定
測量等業務委託

株式会社大進測量
設計

杉並区 H29.10.12 H30.9.5
仕様

契約金額
履行期限

¥639,360 ¥702,000

本件土地の一部所有者と境界確定交渉を行っ
ていたが合意に至らなかったため、業務内容
の一部を変更するとともに履行期間を変更す
る。なお、契約金額は業務内容の変更に伴い
減額する。

111 4301000054
平成３０年度「すぎなみ教育報」定
期号の印刷請負

有限会社相原印刷 杉並区 H30.5.8 H30.9.7
仕様

契約金額
¥2,462,724 ¥2,204,496

配布対象を拡大し、子どもたちへの支援活動
を行っている地域の方々にも配布するため、
印刷数量を増加する。

112 4305000034 街路灯小型水銀灯改修工事１ 株式会社第一電工 杉並区 H30.5.14 H30.9.7
仕様

工事場所
契約金額

¥36,568,800 ¥36,598,366
現場精査の結果、「ポール改修」の工種を追
加、標示シート張替工の減少、また、近隣区民
要望により、施工範囲を拡大したため。
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113 4305000035 街路灯小型水銀灯改修工事２
大光電気工業株式
会社

杉並区 H30.5.14 H30.9.10
仕様

工事場所
契約金額

¥38,896,200 ¥38,934,432
現場精査の結果、「ポール改修」の工種を追
加、標示シート張替工の減少、また、近隣区民
要望により、施工範囲を拡大したため。

114 4305000077 街路灯蛍光ランプ等取替補修工事２
大国屋電機工業株
式会社

杉並区 H30.6.13 H30.9.10
仕様

契約金額
¥17,135,280 ¥17,139,492

施工条件と実際の施工現場が相違したことに
より、「ＬＥＤランプ取替工」等が増大、「ランプ
取替及び灯具清掃工」等が減少したため。ま
た、地元調整の結果、施工範囲を拡大する必
要が生じたため。

115 4306000011 電話交換機器の賃貸借（再リース）
興銀リース株式会
社

港区 H30.4.1 H30.9.10
仕様

契約金額
¥664,070 ¥1,328,140

電話交換機器の入替に伴い、借上期間を変更
するため。

116 4305000002
街路灯新設・改修工事（単価契約）
１

和電工業株式会社 杉並区 H30.4.1 H30.9.13
仕様

単価金額
発注見込額

¥15,095,000 ¥13,095,000
原契約の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、これに
必要な発注見込額を増額する。

117 4303001028
浜田山二丁目５番における埋蔵文化
財試掘調査委託

株式会社武蔵文化
財研究所

八王子市 H30.7.26 H30.9.21 金額 ¥2,189,646 ¥2,268,000
掘削作業により発生したコンクリート舗装材の
処分について当初予定していた撤去処分から
残置としたため、契約金額を減額する。

118 4305000076 街路灯蛍光ランプ等取替補修工事１ 株式会社協伸電設 杉並区 H30.6.13 H30.9.24
仕様

契約金額
¥19,380,600 ¥19,383,300

施工条件と実際の施工現場が相違したことに
より、「蛍光ランプ取替工」等が増大、「ＬＥＤラ
ンプ取替工」等が減少したため。また、地元調
整の結果、施工範囲を変更する必要が生じた
ため。

119 4303000082 本庁舎電話交換設備保守委託
神田通信機株式会
社本社事業支店

千代田区 H30.4.1 H30.9.28 仕様 ¥1,944,000 ¥1,944,000
電話交換機の更新に伴い、保守委託対象機
器を変更するため。なお、契約金額に変更は
ない。
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120 4306000028
住民基本台帳ネットワークシステム
用サーバ機器等の賃貸借（２５年度
導入）（再リース）

日通商事株式会社
東京支店

港区 H30.4.1 H30.9.28
金額

履行期間
仕様

¥1,133,649 ¥1,026,891

新たなネットワーク機器等の導入時期が業務
アプリケーションの提供時期の変更により遅れ
ることとなったため、原契約のネットワーク機器
等の賃貸借期間を延長するとともに契約金額
を変更する。

121 4306000058
地域包括支援センター伝送用パソコ
ンの賃貸借（再リース）

和泉ビジネス・マ
シン株式会社

杉並区 H30.4.1 H30.9.28
仕様

借上期間
契約金額

¥776,952 ¥466,171
当初予定していた入替機器の納入が延期と
なったため、借上期間を延長するとともに契約
金額を増額する。

122 4296000024
上井草会議室外6所の製版印刷機及び
プリペイドカード式ベンダー等賃貸
借（長期継続契約）

日通商事株式会社
東京支店

港区 H29.4.1 H30.10.1
仕様

支払内訳書
（月額）￥107,541 （月額）￥107,541

高井戸会議室が平成30年9月末をもって閉鎖
されることに伴い、製版印刷機の設置場所を
変更するため。

123 4303000708
方南区民集会所昇降機設備保守点検
業務委託

日本オーチス・エレ
ベータ株式会社東
日本支社

文京区 H30.4.1 H30.10.1
金額

履行期間
仕様

¥794,016 ¥1,191,024
平成30年12月1日より方南区民集会所の昇降
機設備取替工事に伴い、当契約による昇降機
の保守点検業務が終了するため。

124 4303001089 道路測量委託（その１）
株式会社ホダカ・
プラニング

杉並区 H30.9.18 H30.10.1
仕様

契約金額
¥2,981,880 ¥2,916,000

優先路線順位の変更が生じたため、対象路線
１路線及び設計数量を変更すると共に契約金
額を増額する。

125 4303001091 道路測量委託（その３）
大和測量設計株式
会社

杉並区 H30.9.18 H30.10.1
仕様

履行期間
契約金額

¥3,411,720 ¥3,024,000
優先路線順位の変更が生じたため、対象路線
１路線及び設計数量と履行期間を変更すると
共に契約金額を増額する。

126 4305000042
路面改良工事（Ｒ２０２９、Ｒ２０
３３）

株式会社ディー工
房

杉並区 H30.5.14 H30.10.5
契約金額
仕様

¥46,391,400 ¥45,232,560

Ｒ２０２９については、下水施設について下水
道局と再度調整が必要となり、調整の結果、
下水人孔及びＬ形汚水ますに関する工種の変
更が生じ、それに伴い、交通誘導員の数量も
変更することになったため。
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127 4303000253 すぎなみ協働プラザ運営業務委託
特定非営利活動法
人ＣＢすぎなみプラ
ス

杉並区 H30.4.1 H30.10.9
仕様

契約金額
¥19,980,213 ¥19,630,293

杉並区ＮＰＯ支援基金の普及啓発事業を行っ
ていた杉並区ＮＰＯ支援基金普及委員会が廃
止となり、今後すぎなみ協働プラザが実施する
こととなったため、契約金額を増額する。

128 4305000052
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）北１

株式会社早房 杉並区 H30.5.22 H30.10.9
仕様

単価金額
¥12,990,000 ¥12,990,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

129 4305000053
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）南１

国際建設株式会社
東京支社

杉並区 H30.5.22 H30.10.9
仕様

単価金額
¥16,000,000 ¥16,000,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

130 4305000204
（仮称）荻外荘公園敷地内仮設舗装
工事

株式会社ディー工
房

杉並区 H30.10.1 H30.10.9
契約金額
仕様

¥4,096,440 ¥3,736,800

現場精査の結果、現場発生土の使用、保管庫
設置部および車路部の路盤厚の変更、交通誘
導整理員の増員、舗装等面積数量の変更が
必要となったため。

131 4303000045 産業医業務委託（単価契約）
公益財団法人東京
都予防医学協会

新宿区 H30.4.1 H30.10.12 発注見込額 ¥1,166,400 ¥1,296,000

当初、学務課の学校給食場部会への産業医
出動予算として3回分を見込んでいたが、その
うちの2回を学校安全衛生委員会と同日に開
催することになり、産業医の出動回数が2回減
るため。

132 4305000052
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）北１

株式会社早房 杉並区 H30.5.22 H30.10.12
仕様

単価金額
¥12,990,000 ¥12,990,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

133 4305000071 河川維持工事（単価契約）その１
マルト建設株式会
社

杉並区 H30.6.5 H30.10.12
仕様

単価金額
¥15,000,000 ¥15,000,000

工事区域内においてしだれ桜が倒木し転落防
止柵が損傷したため、転落防止柵の改修や河
川樹木の撤去等を行う。その他原契約の工種
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。なお、発注見込額に変更
はない。
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134 4293001084
阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事
業事業計画策定等業務委託

株式会社双葉 豊島区 H29.8.31 H30.10.17
仕様

契約金額
¥51,438,480 ¥45,222,840

自然環境調査及び建物調査算定に伴う業務
の増による変更及びそれに伴う契約金額の増
額

135 4306000070
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 H30.7.11 H30.10.18
仕様

契約金額
（単価合計）

\474,560
（単価合計）
\466,560

園外保育の日程及び行き先が一部変更となる
ため。

136 4303000690
職員採用選考に伴う健康診断委託
（単価契約）

一般財団法人労働
衛生協会

杉並区 H30.4.1 H30.10.19
仕様

発注見込額
¥1,151,280 ¥1,493,640

新規採用職員数が当初の予定を下回り、健康
診断の受診者数が減少したため、発注見込額
を減額する。

137 4305000024
特別区道第７９２号線　外２路線
道路修繕工事（Ｒ１００７、Ｒ１０
０６）

株式会社街路 杉並区 H30.5.21 H30.10.19
契約金額
仕様

¥45,233,640 ¥44,496,000

Ｒ１００６路線について、現場精査の結果、汚
水桝縁塊が交差する歩道に約１１㎝突出して
おり、歩行者の安全・円滑な歩行を確保するた
め、上部据え付け工（Ａ）を追加する。

138 4295000359
杉並区立成田西子供園移転改築及び
併設仮称就学前教育支援センター建
設建築工事

渡辺・興信建設共
同企業体

杉並区 H30.3.16 H30.10.22 契約金額 ¥957,549,600 ¥950,400,000

平成３０年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

139 4303000701
区立大宮保育園・児童館外２０施設
機械警備業務委託

株式会社セノン 新宿区 H30.4.1 H30.10.22 契約金額 ¥4,839,929 ¥4,823,064
阿佐谷南保育園の移転日が１１月２３日、阿佐
谷北保育園の移転日が１２月１５日に決定した
ため。

140 4303000835 粗大ごみ区民持込受付等業務委託 栄和清運株式会社 杉並区 H30.4.1 H30.10.22
金額
仕様

¥13,215,571 ¥12,961,425
実施作業日を１日増やし、契約金額を増額す
る。
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141 4303000836 粗大ごみ中継業務委託 栄和清運株式会社 杉並区 H30.4.1 H30.10.22
金額
仕様

¥32,327,475 ¥32,188,907 作業日数を１日増やし、契約金額を増額する。

142 4303001073
下井草四丁目区有地分筆登記申請資
料作成委託

株式会社大進測量
設計

杉並区 H30.8.27 H30.10.22
履行期間
仕様

¥810,000 ¥810,000
分筆登記における法務局との協議の結果、業
務内容の追加（地積更正）及び履行期限を延
長する。なお、契約金額の変更はない。

143 4305000103
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１２

興亜土木株式会社 杉並区 H30.7.2 H30.10.22
仕様

単価金額
¥24,948,000 ¥24,948,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

144 4305000109 道路維持補修工事（単価契約）北４ 山内建設株式会社 杉並区 H30.7.9 H30.10.26
仕様

単価金額
¥19,410,000 ¥19,410,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

145 4305000110 道路維持補修工事（単価契約）北５
中央土建工業株式
会社

杉並区 H30.7.9 H30.10.26
仕様

単価金額
¥19,410,000 ¥19,410,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

146 4305000113 道路維持補修工事（単価契約）南３ 株式会社早房 杉並区 H30.7.9 H30.10.26
仕様

単価金額
¥21,960,000 ¥21,960,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

147 4305000114 道路維持補修工事（単価契約）南４
株式会社ディー工
房

杉並区 H30.7.9 H30.10.26
仕様

単価金額
¥21,960,000 ¥21,960,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。
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148 4305000112 道路維持補修工事（単価契約）北６ 平山建設株式会社 杉並区 H30.7.9 H30.10.30
仕様

単価金額
¥19,410,000 ¥19,410,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

149 4293000004
杉並区立自転車駐車場の業務委託１
（荻窪南・東地区）（長期継続契
約）

ビソー工業株式会
社練馬支店

練馬区 H29.4.1 H30.10.31
仕様

契約金額
（月額）\52,980,048 （年額）\52,218,000

①区立荻窪南第一自転車駐車場の管理人の
増員時間帯を、繁忙時間の実態に則した形に
変更する。
②荻窪税務署の改修工事時に区立荻窪南第
二自転車駐車場内で作業が行われることに伴
い、利用客への案内・誘導等のために管理人
を増員するとともに契約金額を増額する。

150 4303000613
産業商工会館電気設備保安保守点検
業務委託

株式会社荻窪電気
管理事務所

杉並区 H30.4.1 H30.10.31
契約金額
契約担当者
仕様

¥400,896 ¥622,080

平成30年11月から実施する設備改修工事によ
り自家発電設備を廃止するため、保守点検業
務内容の変更に伴い仕様の変更と契約金額を
減額する。

151 4303000666
区立杉並保育園外４３施設機械警備
業務委託

セコム株式会社 渋谷区 H30.4.1 H30.10.31
金額
仕様

¥8,329,467 ¥8,305,308

阿佐谷南保育園の平成31年度からの民営化
にあたり、運営事業者への引渡し予定日が平
成31年1月11日になったため、引渡し日まで機
械警備を行う必要が生じたため。

152 4303000867
運用監視端末、統合端末及びプリン
タの構築作業委託

日本電気株式会社
公共・社会システ
ム営業本部

港区 H30.4.23 H30.10.31
履行期間
仕様

¥3,278,340 ¥3,278,340
業務アプリケーションの提供時期が１１月以降
に配信されることとなったため、履行期間を変
更する。なお、契約金額の変更はない。

153 4305000172 道路維持補修工事（Ｒ２００３）
マルト建設株式会
社

杉並区 H30.8.30 H30.10.31
契約金額
仕様

¥10,854,000 ¥12,204,000
現地踏査の結果、人孔調整の必要がなくなり、
施工を取りやめることとなったため。

154 4306000052
富士移動教室実施に伴う河口湖
フィールドセンターの施設利用（単
価契約）

一般財団法人富士
河口湖ふるさと振
興財団

山梨県南
都留郡

H30.4.26 H30.11.1 発注見込額 ¥2,487,350 ¥1,955,000
児童の利用が契約時の想定より上回り、発注
見込額の変更が必要なため。
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155 4306000080
（仮称）荻外荘公園敷地内保管庫賃
貸借（長期継続契約）

東海リース株式会
社東京支店

港区 H30.9.10 H30.11.1
仕様

契約金額
（月額）\321,840 （月額）\274,320

保管庫に収納する解体部材の除湿対策が必
要となったため保管庫内に除湿器を設置する
とともに契約金額を増額する。

156 4303001005
中杉通り沿道交通量等分析及びまち
づくり検討支援業務委託

第一航業株式会社 杉並区 H30.7.3 H30.11.5
仕様

履行期間
¥2,700,000 ¥2,700,000

交通量等分析結果により更なる検討が必要に
なったため、予定していた地元商店街等との
勉強会を休止して替わりに庁内検討会議を行
うこととし、必要な支援等の追加及び履行期間
を延長する。なお、契約金額の変更はない。

157 4305000221
コニファーいわびつ真空温水ヒータ
取替工事

株式会社イシイ設
備工業　東京支店

墨田区 H30.10.5 H30.11.6 履行期間 ¥13,284,000 ¥13,284,000
現場精査の結果、当初計画していた休館期間
内に作業終了が困難なため、長期休館が可能
な２月末日まで工期延長を行う。

158 4301000116 野菜袋の印刷請負 株式会社佐野 杉並区 H30.10.11 H30.11.9 納入期限 ¥1,133,676 ¥1,133,676
２回目の校正時にデザインを一部変更した。再
度の印刷には相当の期間が必要となり、納入
期限の延期の申し出があったため。

159 4303001035
西荻窪駅周辺まちづくり懇談会運営
等支援業務委託

ランドブレイン株
式会社

千代田区 H30.8.3 H30.11.9
仕様

契約金額
¥3,693,600 ¥3,369,600

懇談会を実施するにあたり、まちづくり検討対
象範囲にある店舗に対し参加を呼び掛けるた
め、募集チラシとアンケート調査票の印刷数及
び配布数を増やすとともに契約金額を増額す
る。

160 4305000178 清水三丁目Ｌ形側溝改修工事 東邦建設株式会社 杉並区 H30.9.4 H30.11.13
仕様

契約金額
¥8,065,440 ¥7,959,600

設計時点での想定と異なる現場が多数発生し
たため、施工の取りやめ、追加、及び施工内
容の変更を行う。また現場精査により判明した
数量の変更を行う。

161 4305000136 私道街路灯改修工事１
杉本電気工事株式
会社

杉並区 H30.7.26 H30.11.15
仕様

契約金額
¥18,457,200 ¥18,573,408

現場精査の結果、標示シート貼替工を減少さ
せることとなったため。
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162 4305000150
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１６

マルト建設株式会
社

杉並区 H30.8.2 H30.11.19
仕様

単価金額
¥24,948,000 ¥24,948,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

163 4305000151
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１７

株式会社街路 杉並区 H30.8.2 H30.11.19
仕様

単価金額
¥24,948,000 ¥24,948,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

164 4305000259 遊具等塗装工事（北） 株式会社協立建設 杉並区 H30.11.1 H30.11.19
契約金額
仕様

¥7,021,080 ¥7,030,800
現場精査の結果、塗装する遊具や対象施設を
変更する必要が生じたため。

165 4303001051
秋川研修室土地境界確定測量等業務
委託

株式会社日栄測量
設計

あきる野
市

H30.8.23 H30.11.22
仕様

履行期間
¥1,545,480 ¥1,545,480

あきる野市との土地境界確定や図面作成の協
議に当初見込みよりも大幅に時間を要したた
め、履行期間を延長する。

166 4305000057
特別区道第９１６号路線　外１路線
道路修繕工事（Ｒ２０３２、R２０３
１）

株式会社済美建設 杉並区 H30.6.12 H30.11.22
契約金額
仕様

¥52,418,880 ¥52,488,000

Ｒ２０３１について、現場精査の結果、Ｌ型側溝
を施工するにあたり、民地樹木に影響を生じる
部分が判明したため、その部分の施工を取止
め、その数量を減とする。

167 4303000294
杉並区立西田小学校外１０施設機械
設備保守点検業務委託

峯尾機工株式会社 杉並区 H30.4.1 H30.11.30
契約金額
仕様

¥5,835,240 ¥5,940,000
桃井第二小学校の給排水設備の清掃や点検
が改築工事につき不要となったため、契約金
額を減額する。

168 4305000275
（仮称）高円寺南三丁目公園整備工
事

株式会社昭和造園 杉並区 H30.11.12 H30.11.30 履行期間 ¥32,940,000 ¥32,940,000

本工事の着手前に施工している東京消防庁深
井戸設置工事の竣工が遅れていたため。ま
た、現場での調整の結果、作業時間に制約が
設けられたため、工期を延伸する。
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169 4303000659
住民基本台帳ネットワークシステム
機器等保守業務委託

日本電気株式会社
公共・社会システ
ム営業本部

港区 H30.4.1 H30.12.1
仕様

契約金額
¥5,238,540 ¥4,926,960

住民基本台帳ネットワークシステム機器等の
入替時期が延期となり、現行のCSサーバ、AP
サーバ、ラック及びファイアウォール等の保守
期間を変更するとともに契約金額を増額する。

170 4303000680 荻外荘機械警備業務委託 セコム株式会社 渋谷区 H30.4.1 H30.12.1
仕様

契約金額
¥1,279,065 ¥1,269,561

（仮称）荻外荘公園内に新たに保管庫及び警
備機器を設置したことに伴い、平成３０年１２月
１日から警備範囲を追加するとともに契約金額
を増額する。

171 4303000967
ＡＰサーバ、ＦＷ等機器更新作業委
託

日本電気株式会社
公共・社会システ
ム営業本部

港区 H30.6.18 H30.12.1
仕様

契約金額
¥7,999,830 ¥10,685,250

APサーバ、FW等機器更新作業にあたり、業務
アプリケーションの提供が遅れることとなり、更
新作業の一部を変更するとともに契約金額を
減額する。

172 4303000946 河川樹木診断業務委託 箱根植木株式会社 杉並区 H30.6.27 H30.12.13
仕様

契約金額
¥19,266,120 ¥21,600,000

現地踏査の結果、当初予定より各樹木診断数
が少なかったこと及び周辺交通への影響が少
ない通路に対して交通誘導警備員の配置を止
めたため、各工種の変更をするとともに契約金
額を減額する。

173 4305000161
特別区道第２２９２号路線　外３路
線　道路修繕工事（Ｒ１０１５）

株式会社街路 杉並区 H30.8.10 H30.12.18
契約金額
仕様

¥39,079,800 ¥39,013,920

現場精査の結果、幅員において設計と相違が
あり、また、現況の汚水ます縁塊に損傷が確
認され、汚水ます上部据付工に変更するた
め。

174 4303000287
杉並清掃事務所外１５施設機械設備
保守点検業務委託

峯尾機工株式会社 杉並区 H30.4.1 H30.12.20
仕様

契約金額
¥2,710,800 ¥2,797,200

杉並清掃事務所下井草分室の給湯ボイラの
保守点検がボイラの取替えにより性能検査等
が不要となったため、契約金額を減額する。

175 002240
放置自転車等処分移送業務委託（単
価契約）

有限会社三考商事 東大和市 H30.4.1 H31.1.4
仕様

契約金額
契約担当者

¥604,778 ¥466,851
当初見込んでいた放置自転車等の予定数量
に変更があったため、発注見込額を増額す
る。なお、単価金額の変更はない。
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176 4293000011
杉並第十小学校温水プール監視業務
等委託(長期継続契約)

ニッセイファシリ
ティ株式会社

杉並区 H29.4.1 H31.1.4
仕様

契約金額
（年額）\26,570,782 （年額）\29,386,800

プール場内工事に伴う長期休場により、休場
期間の人員配置を少なくしたため、契約金額を
変更する。

177 4303001121
狭あい道路後退用地測量委託（単価
契約）重点２

リーベン開発設計
株式会社

杉並区 H30.10.15 H31.1.4
仕様

単価金額
¥7,862,400 ¥7,862,400

既存測量の中心点の表示を行う必要が生じた
ため、工種の追加を行う。なお、発注見込額の
変更はない。

178 4305000214
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その１９

株式会社早房 杉並区 H30.10.12 H31.1.9
仕様

単価金額
工期

¥24,948,000 ¥24,948,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。
また、指示箇所の建築工事の影響で遅延が生
じたため、工期を延伸する。

179 4305000215
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２０

中央土建工業株式
会社

杉並区 H30.10.12 H31.1.9 工期 ¥24,948,000 ¥24,948,000

指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じた
が、すでに建築工事との調整が済んでいること
から本工事において施工することが望ましいた
め、工期を延伸する。

180 4305000216
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２１

マルト建設株式会
社

杉並区 H30.10.12 H31.1.9 工期 ¥24,948,000 ¥24,948,000

指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じた
が、すでに建築工事との調整が済んでいること
から本工事において施工することが望ましいた
め、工期を延伸する。

181 4305000217
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２２

興亜土木株式会社 杉並区 H30.10.12 H31.1.9 工期 ¥24,948,000 ¥24,948,000

指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じた
が、すでに建築工事との調整が済んでいること
から本工事において施工することが望ましいた
め、工期を延伸する。

182 4305000218
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２３

秋葉建設工業株式
会社

杉並区 H30.10.12 H31.1.9 工期 ¥24,948,000 ¥24,948,000

指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じた
が、すでに建築工事との調整が済んでいること
から本工事において施工することが望ましいた
め、工期を延伸する。
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183 4305000219
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２４

諫早建設株式会社 杉並区 H30.10.12 H31.1.9
仕様

単価金額
工期

¥24,948,000 ¥24,948,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。
また、指示箇所の建築工事の影響で遅延が生
じたため、工期を延伸する。

184 4305000220
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２５

株式会社ディー工
房

杉並区 H30.10.12 H31.1.9
仕様

単価金額
工期

¥24,948,000 ¥24,948,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。
また、指示箇所の建築工事の影響で遅延が生
じたため、工期を延伸する。

185 4303001035
西荻窪駅周辺まちづくり懇談会運営
等支援業務委託

ランドブレイン株
式会社

千代田区 H30.8.3 H31.1.15
仕様

契約金額
¥4,147,200 ¥3,369,600

まちづくり懇談会の参加者を公募した結果、当
初想定した人数を大幅に超える応募があった
ため、懇談会回数を増やすとともに契約金額
を増額する。併せて町会・自治会及び商店会
の団体数に誤りがあったため、訂正する。

186 4303001114
杉並区区有施設建築物調査・診断業
務委託

株式会社五味建築
設計事務所

中野区 H30.10.10 H31.1.15
契約金額
履行期間

仕様
¥13,836,960 ¥10,238,400

建築物調査の結果、建築診断等追加調査が
必要となったことから履行期間及び契約金額
の変更を行う。

187 4295000034
杉並区立桃井第二小学校改築及び併
設１施設建設建築工事

興建社・佐藤・矢
島・友伸建設共同
企業体

杉並区 H29.7.14 H31.1.17 契約金額 ¥2,745,446,400 ¥2,733,480,000

工事着手後の労務単価及び資材価格の上昇
に対応するため、工事請負契約書第２６条第６
項のいわゆるインフレスライド条項の規定に基
づく申請があり、協議の上で承認したため。

188 4295000035
杉並区立桃井第二小学校改築及び併
設１施設建設電気設備工事

牧野・清田建設共
同企業体

杉並区 H29.7.14 H31.1.17 契約金額 ¥339,207,270 ¥338,040,000

工事着手後の労務単価及び資材価格の上昇
に対応するため、工事請負契約書第２６条第６
項のいわゆるインフレスライド条項の規定に基
づく申請があり、協議の上で承認したため。

189 4295000036
杉並区立桃井第二小学校改築及び併
設１施設建設給排水衛生設備工事

シンコー・新開建
設共同企業体

杉並区 H29.7.14 H31.1.17 契約金額 ¥259,380,985 ¥257,904,000

工事着手後の労務単価及び資材価格の上昇
に対応するため、工事請負契約書第２６条第６
項のいわゆるインフレスライド条項の規定に基
づく申請があり、協議の上で承認したため。
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190 4295000037
杉並区立桃井第二小学校改築及び併
設１施設建設空気調和設備工事

峯尾・黒澤建設共
同企業体

杉並区 H29.7.14 H31.1.17 契約金額 ¥343,165,821 ¥341,280,000

工事着手後の労務単価及び資材価格の上昇
に対応するため、工事請負契約書第２６条第６
項のいわゆるインフレスライド条項の規定に基
づく申請があり、協議の上で承認したため。

191 4305000130
杉並区上井草運動場人工芝改修その
他工事

スポーツ・奥山建
設共同企業体

板橋区 H30.10.17 H31.1.17
契約金額
仕様

¥353,678,400 ¥345,600,000
既存人工芝を撤去したところ、下地に想定外
の陥没が見つかり、工種・数量に増減が生じた
ため。

192 4305000279
旧若杉小学校北校舎保育施設設置改
修その他工事

松木建設株式会社 杉並区 H30.11.27 H31.1.17
契約金額
仕様

¥96,450,480 ¥95,040,000
現場精査の結果、壁を防火戸（５箇所）に変更
するため。

193 4303000839
特定家庭用機器の運搬業務委託（単
価契約）

栄和清運株式会社 杉並区 H30.4.1 H31.1.18
仕様

発注見込額
¥1,241,411 ¥899,954

当初予定より区内で回収した特定家庭用機器
の数量が増加するため、発注見込額を増減す
る。

194 4303000980
都市計画道路補助１３２号線　道
路・橋梁予備修正設計委託

八千代エンジニヤ
リング株式会社事
業統括本部

台東区 H30.7.2 H31.1.22
仕様

契約金額
¥10,801,080 ¥7,131,240

都市計画道路補助１３２号線の事業認可取得
に向けて警視庁と協議した結果、新たに区間
内にある交差点３ヶ所の交通量調査及び交差
点予備設計が必要になるため、種別を追加す
るとともに契約金額を増加する。

195 4305000234
道路維持補修工事（Ｒ２００１、Ｒ
２００２）

株式会社大英 杉並区 H30.10.17 H31.1.23
仕様

契約金額
¥18,036,000 ¥17,572,680

設計時の想定と異なる現場が発生したため、
アスファルト舗装工の増、不規則部の範囲変
更等を行う。また、施工計画書及び警察協議
書の記載と異なる配置で施工を行ったため、
交通誘導警備員の人数を減少する。

196 4305000194 道路維持補修工事（単価契約）北７ 株式会社大英 杉並区 H30.9.28 H31.1.25
仕様

単価金額
¥19,410,000 ¥19,410,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。
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197 4303000867
運用監視端末、統合端末及びプリン
タの構築作業委託

日本電気株式会社
公共・社会システ
ム営業本部

港区 H30.4.23 H31.1.31
仕様

履行期間
¥3,278,340 ¥3,278,340

Ｊ－ＬＩＳより提供される手順書に不備があり、
統合端末の構築に遅れが生じるため、履行期
間を変更する。

198 4305000220
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２５

株式会社ディー工
房

杉並区 H30.10.12 H31.2.6
単価金額
仕様

¥24,948,000 ¥24,948,000
原契約の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。なお発注見
込額に変更はない。

199 4303000005 流れ等保守管理委託（単価契約）
有限会社日水アク
ア

川崎市 H30.4.1 H31.2.8
仕様

単価合計
¥40,423,960 ¥40,423,960

井草森公園流れ用濾過機内の濾材が不足し
補充が必要になったため。対応に必要な工種
を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

200 4305000160 路面改良工事（Ｒ１００４）
マルト建設株式会
社

杉並区 H30.8.31 H31.2.8
契約金額
工期
仕様

¥98,975,520 ¥91,800,000
工事路線の店舗の営業への影響が最小限に
なるよう配慮するため、工期を延長し、交通誘
導員の数量を変更する。

201 4305000187 路面改良工事（Ｒ２０２２） 株式会社街路 杉並区 H30.9.26 H31.2.8
契約金額
仕様

¥41,063,760 ¥40,802,400
事前測量の結果、図面と現地とで幅員に齟齬
が認められ、数量に変更が生じたため。

202 4305000246
特別区道第２１０４－２号路線　道
路修繕工事（Ｒ１００２）

丸満建設株式会社 杉並区 H30.10.19 H31.2.8
契約金額
仕様

¥34,331,040 ¥28,897,560
所管警察との協議の結果、交通誘導警備員の
数量に設計時との差異が生じたため、数量を
変更する。

203 4305000188 路面改良工事（Ｒ２０２０） 株式会社済美建設 杉並区 H30.9.26 H31.2.12
契約金額
仕様

¥38,412,360 ¥37,994,400
起工後の集中豪雨において、一部道路の冠水
が認められたことから、その解消を図るため、
雨水ますの工種を追加するため。
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204 4293001182
仮称杉並区立永福三丁目複合施設建
設に伴う実施設計業務委託

株式会社Ｋ構造研
究所

渋谷区 H29.12.19 H31.2.13 履行期間 ¥56,160,000 ¥56,160,000
委託期間後半において、バリアフリーに関する
設計の見直しを行うこととなったため委託期間
を変更する。

205 4303000908
杉並区立中央図書館全面改修に伴う
基本設計及び実施設計業務委託

株式会社日総建 渋谷区 H30.5.15 H31.2.13 履行期間 ¥68,526,000 ¥68,526,000
バリアフリーに関する設計の見直しを行うこと
となったため履行期間を延長する。

206 4305000186 杉並区永福体育館解体工事 株式会社美禅 杉並区 H30.9.26 H31.2.15
契約金額
仕様

¥53,799,120 ¥47,725,200
設計時に確認できなかったアスベストの撤去
工事が追加になったため。

207 4293000488
桃井児童館外１３施設機械警備業務
委託（長期継続契約）

株式会社セノン 新宿区 H29.4.1 H31.2.18
仕様

契約金額
（年額）\2,356,592 （年額）\2,378,160

桃五学童クラブについて、工事期間中は機械
警備が不要となるため、契約金額を減額する。

208 4305000021
和泉保健センター昇降機設置に伴う
建築工事

株式会社エイワ建
設

杉並区 H30.5.10 H31.2.18
契約金額
仕様

¥54,006,480 ¥52,920,000
現場踏査により、既存倉庫内書庫の解体工事
及び既存弁故障による止水弁交換工事等が
増加したため。

209 4301000141 子育て便利帳の印刷請負 株式会社佐野 杉並区 H30.11.30 H31.2.19 契約金額 ¥2,147,040 ¥1,605,960

当初の配付対象者は妊娠届出等の届出者の
みだったが、配付対象者を拡大し、杉並区に
転入する子育て世帯への情報提供を行うこと
になったため。

210 4305000218
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）その２３

秋葉建設工業株式
会社

杉並区 H30.10.12 H31.2.19
単価金額
仕様

¥24,948,000 ¥24,948,000
原契約の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。なお発注見
込額に変更はない。
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211 4301000136
生活支援サービス活動紹介BOOKの印
刷請負

株式会社シーエス
プランニング

杉並区 H30.11.26 H31.2.20 納入期限 ¥712,800 ¥712,800
原稿の大幅な訂正により、納入期限までの納
品が困難となったため。

212 4303000530 道路境界調査測量委託その２
大同情報技術株式
会社

杉並区 H30.4.1 H31.2.22
契約金額

仕様
¥6,535,080 ¥5,508,000

当初見込みより管理区域確認が増加したた
め、作業量の変更及び契約金額を増額する。

213 4303000223
河川環境保全委託（善福寺川、妙正
寺川）

協和産業株式会社 杉並区 H30.4.1 H31.2.25
仕様

契約金額
¥20,499,480 ¥20,520,000

妙正寺川の菖蒲管理について菖蒲プランター
を撤去したため、種別数量を減らすとともに契
約金額を減額する。

214 4305000192 道路維持補修工事（単価契約）南５ 株式会社三法 杉並区 H30.9.28 H31.2.25
単価金額
仕様

¥21,960,000 ¥21,960,000
原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

215 4305000193 道路維持補修工事（単価契約）南６
国際建設株式会社
東京支社

杉並区 H30.9.28 H31.2.25
単価金額
仕様

¥21,960,000 ¥21,960,000
原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

216 4305000196 道路維持補修工事（単価契約）北９ 平山建設株式会社 杉並区 H30.9.28 H31.2.25
単価金額
仕様

¥19,410,000 ¥19,410,000
原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

217 4305000275
（仮称）高円寺南三丁目公園整備工
事

株式会社昭和造園 杉並区 H30.11.12 H31.2.25
契約金額
仕様

¥33,109,560 ¥32,940,000
協議の結果、水道管の延長および施行範囲に
変更があったため、数量を一括変更し確定す
る。
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218 4305000171 橋梁長寿命化修繕工事（その１）
秋葉建設工業株式

会社
杉並区 H30.9.5 H31.2.27

仕様
契約金額

¥28,462,320 ¥28,242,000
工期末に出来高を精査し、断面修復工の数量
増加、モルタル充填工の追加等、変更数量が
確定したため契約変更を行う。

219 4303000248 街路樹剪定委託（南） 株式会社植米苑 杉並区 H30.4.1 H31.2.28
契約金額
仕様

¥22,381,920 ¥22,851,720
現場精査の結果、剪定不要の樹木及び伐採
済みの樹木が判明したため、種別数量を減ら
すとともに契約金額を減額する。

220 4301000138 布団と毛布（幼児Ａ・Ｂ）の購入 旭寝具株式会社 杉並区 H30.12.12 H31.3.1 契約金額 ¥1,299,045 ¥1,247,270
高円寺東保育園で敷布団（幼児用Ｂ）の必要
数に追加が生じたため。

221 4303000115 庁有車運行管理業務委託 大新東株式会社 調布市 H30.4.1 H31.3.1
契約金額
仕様

¥73,069,776 ¥74,973,600

契約締結時に予定していた標準時間外経費と
4月から１２月の実績に基づく年間見込標準時
間外経費との差異が３％以上になったため、
その年間見込標準時間外経費に基づき契約
変更を行う。

222 4303000921
方南一丁目地区防災まちづくり検討
支援業務委託

株式会社都市環境
研究所

文京区 H30.4.17 H31.3.1
仕様

履行期間
契約金額

¥5,243,600 ¥6,177,600

勉強会の進捗状況や参加者の意向を踏まえ、
履行期間の延長及びまちづくり通信の作成・配
布回数を当初予定より減らすとともに契約金
額を減額する。

223 4301000192
富士・弓ヶ浜移動教室手引書等の印
刷請負

有限会社相原印刷 杉並区 H31.2.27 H31.3.4 仕様 ¥2,730,780 ¥2,730,780

当初の仕様で指定した用紙「エンボス」の流通
がなく入手困難であることが判明したため、同
等の厚み・強度を持ち同等の単価である「マッ
トコート紙」に仕様を変更する。

224 4305000294
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）（単価契約）その２６

株式会社済美建設 杉並区 H30.11.21 H31.3.4 工期 ¥21,915,000 ¥21,915,000

指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じた
が、すでに建築工事との調整が済んでいること
から本工事において施工することが望ましいた
め、工期を延伸する。
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225 4305000295
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）（単価契約）その２７

東邦建設株式会社 杉並区 H30.11.21 H31.3.4 工期 ¥21,915,000 ¥21,915,000

指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じた
が、すでに建築工事との調整が済んでいること
から本工事において施工することが望ましいた
め、工期を延伸する。

226 4305000296
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）（単価契約）その２８

マルト建設株式会
社

杉並区 H30.11.21 H31.3.4 工期 ¥21,915,000 ¥21,915,000

指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じた
が、すでに建築工事との調整が済んでいること
から本工事において施工することが望ましいた
め、工期を延伸する。

227 4305000297
狭あい道路拡幅整備工事（単価契
約）（単価契約）その２９

中央土建工業株式
会社

杉並区 H30.11.21 H31.3.4 工期 ¥21,915,000 ¥21,915,000

指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じた
が、すでに建築工事との調整が済んでいること
から本工事において施工することが望ましいた
め、工期を延伸する。

228 4303000826
都市計画道路補助１３２号線用地測
量委託（その３）

株式会社大輝東京
営業所

杉並区 H30.4.25 H31.3.7
仕様

契約金額
¥10,176,840 ¥10,227,600

新たに都市計画道路の計画区域にかかる敷
地が確認されたこと及び境界確認の立会い拒
否等により一部作業ができない敷地が生じた
ため、面積等の数量を変更するとともに契約
金額を減額する。

229 430500189 路面改良工事（Ｒ２０２８） 株式会社街路 杉並区 H30.10.18 H31.3.8
契約金額
仕様

¥38,451,450 ¥36,936,000
近隣商店の営業に影響を及ぼさないように、
昼間施工であった表層工の全て、基層工の一
部を夜間施工に変更する。

230 4305000168 荻外荘移築建物解体保管工事
株式会社竹中工務
店東京本店

江東区 H30.9.3 H31.3.8
契約金額
仕様

¥51,938,280 ¥48,600,000
工事の進捗に伴い、一部の部材（瓦）を保管材
に変更し、また、地中障害物の撤去が生じたた
め。

231 4305000284 街路灯水銀ランプ等取替補修工事１
大国屋電機工業株
式会社

杉並区 H30.11.14 H31.3.8
仕様

契約金額
¥18,787,680 ¥18,769,968

施工条件と実際の施工現場が相違したことに
より、「ＬＥＤランプ取替工」等が増大、「ランプ
取替及び灯具清掃工」等が減少したため。ま
た、実質施工期間に変更が生じ交通誘導警備
員の配置数が減少したため。
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232 4305000285 街路灯水銀ランプ等取替補修工事２ 株式会社弥生 杉並区 H30.11.14 H31.3.8
仕様

契約金額
¥18,571,680 ¥19,332,432

施工条件と実際の施工現場が相違したことに
より、「水銀灯器具改修工」等が増大、「ランプ
取替及び灯具清掃工」等が減少したため。ま
た、実質施工期間に変更が生じ交通誘導警備
員の配置数が減少したため。

233 4305000286 街路灯水銀ランプ等取替補修工事３ 梶原電工株式会社 杉並区 H30.11.14 H31.3.8
仕様

契約金額
¥18,695,880 ¥19,328,652

施工条件と実際の施工現場が相違したことに
より、「水銀灯器具改修工」等が増大、「ランプ
取替及び灯具清掃工」等が減少したため。ま
た、実質施工期間に変更が生じ交通誘導警備
員の配置数が減少したため。

234 4305000301 河川維持工事（単価契約）その２
株式会社ディー工
房

杉並区 H30.11.15 H31.3.8
仕様

単価金額
¥8,986,960 ¥8,986,960

原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。ただし、発注見
込み額の変更はない。

235 4305000400
荻窪地域区民センター外２施設洋便
器給水管直結工事

田中興産株式会社 杉並区 H31.3.1 H31.3.8 契約金額 ¥3,499,200 ¥3,391,200

平成３１年３月から適用する公共工事設計労
務単価の運用に係る特例措置により、契約の
相手方から契約金額変更の協議の申し出が
あったため。

236 4305000270
路面改良工事（Ｒ２０１２、Ｒ２０
２７）

山内建設株式会社 杉並区 H30.11.12 H31.3.11
契約金額
仕様

¥38,984,760 ¥39,382,200
建設局と協議した結果、材料を変更することに
なったため、必要な工種の追加及び数量の変
更を行う。

237 4305000282 公園遊具の長寿命化改修工事 株式会社大場造園 杉並区 H30.11.20 H31.3.11
契約金額
仕様

¥53,595,000 ¥55,080,000
井荻公園の木製遊具の改修について、近隣住
民の要望により、木製遊具の撤去、新遊具に
ついて、見直すことになったため。

238 4305000323 雨水排水施設設置工事
株式会社ディー工
房

杉並区 H30.12.11 H31.3.11
仕様

契約金額
¥16,148,159 ¥15,471,000

側溝を施工したところ舗装との段差が生じ、振
動防止と交通安全確保の観点から、勾配を緩
やかにする取り合わせ舗装を延長するため。
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239 4305000373
上高井戸児童館テラスパーゴラ塗装
改修その他工事

有限会社蓮沼工務
店

杉並区 H31.1.31 H31.3.11
契約金額
工期
仕様

¥3,062,880 ¥1,706,400

現場精査の結果、木製パーゴラの腐食が想定
以上に進んでいたため、塗装改修工事から解
体撤去工事に変更し、それに伴い、工期の延
長も行う。

240 4305000271 路面改良工事（Ｒ１０１２）
中央土建工業株式
会社

杉並区 H30.11.12 H31.3.12
契約金額
仕様

¥32,404,320 ¥30,400,920
所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備員
の数量に差異が生じたため。

241 4303000520
杉並区立第一小学校外５８施設ガス
エンジン・ヒートポンプエアコン
（ＧＨＰ）整備等委託

東京瓦斯株式会社
都市エネルギー事
業部

港区 H30.4.1 H31.3.13
仕様

契約金額
¥15,017,794 ¥15,114,994

保守委託台数が6台減（堀ノ内小学校5台、富
士見丘小学校1台）となったため、契約金額を
変更する。

242 4303001043 路面性状調査業務委託
国際航業株式会社
東京支店

千代田区 H30.8.23 H31.3.13
仕様

契約金額
¥19,251,000 ¥19,299,600

現地踏査及び路面性状測定の結果、調査実
施延長や調査方法に変更が生じたため、種別
数量の増減を行うとともに契約金額を減額す
る。

243 4303001179
杉並区児童扶養手当システム設計業
務委託

株式会社電算 長野市 H30.11.29 H31.3.13 仕様 ¥6,685,200 ¥6,685,200

システム関連機器が部品不足により調達でき
ず、履行期間内にシステムインストール等の作
業ができないこと及び予定以上のホストシステ
ム連携機能作業が発生したため、仕様内容を
変更する。なお、契約金額の変更はない。

244 4305000247
（仮称）下高井戸四丁目公園整備工
事

東武緑地株式会社 杉並区 H30.11.12 H31.3.14
契約金額
仕様

¥39,758,040 ¥38,664,000
近隣施設（子供園、保育園、児童館、小学校）
からの要望により、交通誘導員を増員したた
め。

245 4305000322
交通安全施設整備工事（単価契約）
２

株式会社アル
ファー企業

杉並区 H30.12.13 H31.3.14
仕様

単価金額
¥29,889,000 ¥29,889,000

原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。なお、発注見込
み額の変更はない。
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246 4293001048
杉並区立桃井第二小学校改築及び併
設１施設建設工事に伴う工事監理業
務委託

株式会社綜企画設
計東京支店

千代田区 H29.7.14 H31.3.15 履行期間 ¥70,632,000 ¥70,632,000 本体工事の工期が延長になったため。

247 4305000179 路面改良工事（Ｒ２００２） 興亜土木株式会社 杉並区 H30.10.3 H31.3.18
契約金額
仕様

¥55,265,760 ¥54,831,600
下水道局と協議した結果、Ｌ型汚水ます上部
据付工等の数量を変更する。

248 4305000287 橋梁長寿命化修繕工事（その２）
マルト建設株式会
社

杉並区 H30.11.14 H31.3.18
仕様

契約金額
¥23,448,960 ¥23,457,600

工期末に出来高を精査し、橋面舗装工の条件
変更及び工種の追加、構造物とりこわし工等
の変更数量が確定したため、契約変更を行う。

249 4295000034
杉並区立桃井第二小学校改築及び併
設１施設建設建築工事

興建社・佐藤・矢
島・友伸建設共同
企業体

杉並区 H29.7.14 H31.3.25 工期 ¥2,745,446,400 ¥2,745,446,400

契約の相手方の責に帰すべき事由により工期
内に工事を完了することができないため、契約
条項第４４条第１項及び２項に基づく遅延違約
金を徴収したので工期を延長する。

250 4295000035
杉並区立桃井第二小学校改築及び併
設１施設建設電気設備工事

牧野・清田建設共
同企業体

杉並区 H29.7.14 H31.3.25 工期 ¥339,207,270 ¥339,207,270

杉並区立桃井第二小学校改築及び併設１施
設建設建築工事」の遅延に伴い、請負業者よ
り契約条項第２２条第１項の規定による請求が
あったため工期延長を行う。

251 4295000036
杉並区立桃井第二小学校改築及び併
設１施設建設給排水衛生設備工事

シンコー・新開建
設共同企業体

杉並区 H29.7.14 H31.3.25 工期 ¥259,380,985 ¥259,380,985

「杉並区立桃井第二小学校改築及び併設１施
設建設建築工事」の遅延に伴い、請負業者よ
り契約条項第２２条第１項の規定による請求が
あったため工期延長を行う。

252 4303001088 平成３０年度橋梁定期点検委託
首都高技術株式会
社

港区 H30.9.28 H31.3.25
仕様

履行場所
契約金額

¥33,511,320 ¥33,134,400
当初に予定していた橋梁のほか、新たに４橋
の点検を追加する必要が生じたため、点検橋
梁の数量変更及び契約金額を増額する。
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253 4305000182
街路灯新設・改修工事（単価契約）
２

峯尾機工株式会社 杉並区 H30.9.13 H31.3.25
仕様

単価金額
¥15,595,000 ¥15,595,000

原契約の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。なお、発注見
込額に変更はない。

254 4305000235
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）南２

株式会社三法 杉並区 H30.10.17 H31.3.25
仕様

単価金額
¥12,220,000 ¥12,220,000

原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。ただし、発注見
込み額の変更はない。

255 4305000236
歩行系通路維持補修工事（単価契
約）北２

山内建設株式会社 杉並区 H30.10.17 H31.3.25
仕様

単価金額
¥10,130,000 ¥10,130,000

原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。ただし、発注見
込み額の変更はない。

256 4305000346 生活道路安全対策工事
株式会社アル
ファー企業

杉並区 H30.12.28 H31.3.25
仕様

契約金額
¥19,231,560 ¥19,332,000

工期末に出来高を精査し、区画線設置工及び
区画線消去工の数量増加、カラー路面舗装工
の数量減少等、変更数量が確定したため契約
変更を行う。

257 4305000348
道路維持補修工事（単価契約）北１
０

株式会社早房 杉並区 H30.12.28 H31.3.25
仕様

単価金額
¥13,010,000 ¥13,010,000

原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。ただし、発注見
込み額の変更はない。

258 4305000349
道路維持補修工事（単価契約）北１
１

東邦建設株式会社 杉並区 H30.12.28 H31.3.25
仕様

単価金額
¥13,010,000 ¥13,010,000

原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。ただし、発注見
込み額の変更はない。

259 4305000350 道路維持補修工事（単価契約）南７ 株式会社街路 杉並区 H31.1.10 H31.3.25
仕様

単価金額
¥21,960,000 ¥21,960,000

原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。ただし、発注見
込み額の変更はない。
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260 4305000351 道路維持補修工事（単価契約）南８ 株式会社大英 杉並区 H31.1.10 H31.3.25
仕様

単価金額
¥21,960,000 ¥21,960,000

原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。ただし、発注見
込み額の変更はない。

261 4305000362 河川維持工事（単価契約）その３
マルト建設株式会
社

杉並区 H31.1.22 H31.3.25
仕様

単価金額
¥4,222,000 ¥4,222,000

原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。ただし、発注見
込み額の変更はない。

262 4295000034
杉並区立桃井第二小学校改築及び併
設１施設建設建築工事

興建社・佐藤・矢
島・友伸建設共同
企業体

杉並区 H29.7.14 H31.3.26 仕様 ¥2,745,446,400 ¥2,745,446,400

搬出入土の場内処理化及び流動化処理土へ
の変更による土量変更ならびに、ダクト経路変
更に伴う屋上消音ボックスの削除及び３階防
音パネルの寸法変更のため。
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