
令和4年4月1日　現在

令和３年度　　変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込）

当初契約日 当初契約金額

商号又は名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

令和3年6月30日 5,390,000 令和3年6月30日 ～ 令和3年11月30日

令和3年10月14日 5,553,900 ～

令和2年12月9日 33,550,000 令和2年12月9日 ～ 令和3年3月31日

令和3年8月18日 37,048,000 令和2年12月9日 ～ 令和3年8月31日

令和3年4月28日 40,700,000 令和3年4月28日 ～ 令和3年3月31日

令和3年8月19日 42,238,810 令和3年4月28日 ～ 令和3年9月17日

令和2年9月16日 19,646,000 令和2年9月16日 ～ 令和3年3月12日

令和3年5月27日 19,646,000 令和2年9月16日 ～ 令和4年1月31日

令和3年9月22日 3,740,000 令和3年9月22日 ～ 令和3年12月22日

令和3年12月7日 3,848,900 令和3年9月22日 ～ 令和3年12月22日

令和3年9月22日 11,550,000 令和3年9月22日 ～ 令和4年3月31日

令和3年12月14日 12,966,800 令和3年9月22日 ～ 令和4年3月31日

令和3年9月15日 3,740,000 令和3年9月15日 ～ 令和4年1月21日

令和3年12月15日 3,866,500 令和3年9月15日 ～ 令和4年1月21日

令和3年10月22日 5,280,000 令和3年10月22日 ～ 令和4年1月31日

令和3年12月16日 5,280,000 令和3年10月22日 ～ 令和4年3月31日

令和3年11月5日 7,018,000 令和3年11月5日 ～ 令和4年3月22日

令和3年12月22日 7,106,000 令和3年11月5日 ～ 令和4年3月22日

令和3年8月27日 13,970,000 令和3年8月27日 ～ 令和4年1月31日

令和3年12月27日 14,465,000 令和3年8月27日 ～ 令和4年2月18日

令和3年9月16日 3,960,000 令和3年9月16日 ～ 令和4年3月31日

令和4年1月17日 4,293,300 令和3年9月16日 ～ 令和4年3月31日

令和3年10月21日 4,048,000 令和3年10月21日 ～ 令和4年2月11日

令和4年1月17日 4,246,000 令和3年10月21日 ～ 令和4年3月4日

令和3年10月20日 4,180,000 令和3年10月20日 ～ 令和4年3月11日まで

令和4年1月24日 3,641,000 令和3年10月20日 ～ 令和4年3月29日まで

403号橋補修工事
羽生市大字砂山地内（市道
0213号線）

土木 須藤建設㈱6
羽生市大字喜右エ門
新田1054番地

現地踏査による断面修復工
の増工、舗装工の構造変更

8
羽生市学校給食センター調
理・洗浄室換気設備等改修
工事

羽生市大字藤井下組６８５
番地　羽生市学校給食セン
ター

羽生市大字下手林
2462

新型コロナウイルス感染症
の影響により使用資機材の
納期の遅延

ほ装 ㈱栗本建設工業
羽生市大字下手子林
2462

計画高の変更に伴う盛土量
の増加等による工事内容及
び工期の変更

10 舗装補修工事（その７） 羽生市大字下手子林地内

Ｈ形鋼仕様変更に伴う変更

羽生市大字上新郷地内
（一般県道上新郷埼玉線
外）

管 ㈱渡辺工務店 羽生市上新郷5567
道路復旧組成の変更、及び
一部昼間施工から夜間施工
へ変更

4
第１浄水場No.２、３ろ過機ろ
材更新工事

羽生市南５丁目１９番地５
第１浄水場

機械器具
理水化学㈱埼玉
営業所

さいたま市浦和区常盤
9丁目11番12号

ろ過ポンプの故障により、試
運転（ろ材洗浄及び活性化）
が出来ないため

配水管布設替工事
（その４）

5 土留新設工事（その１）

羽生市大字砂山地内（市道
４２１３号線）

土木

羽生市大字日野手新田（三
田ヶ谷１区）地内（市道７２６
８号線）

土木 須藤建設㈱
羽生市大字喜右エ門
新田1054番地

地元要望により転落防止柵
の一部を門扉に変更

鴻巣市本町2-1-7
操作盤外面の経年劣化に伴
う塗装改修を追加

変更理由・変更概要
変更後期間

3
羽生市保健センター空調設
備等改修工事

羽生市東７丁目５番地２ 管 ㈱ハトリ 羽生市南7丁目2番地2
アスベスト含有建材撤去工
事及びＰＣＢ含有コンデンサ
処分工事の追加

No. 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

1 側溝新設工事（その２） 須藤建設㈱
羽生市大字喜右ヱ門
新田1054

交通誘導員の変更（増加）

2

13
羽生市一般廃棄物最終処分
場水処理設備定期修繕

羽生市大字弥勒553-1　羽
生市一般廃棄物最終処分
場

機械器具
水ｉｎgエンジニアリ
ング㈱

東京都港区港南一丁
目７番１８号

半導体不足の影響により資
材調達が困難なため減額変
更及び工期延長

7 転落防止柵設置工事
羽生市大字下岩瀬地内
（市道4024号線）

羽生市大字上新郷
5567番地

現地踏査による断面修復工
の増工

11 198号橋補修工事
羽生市大字上新郷地内
（市道１１４９号線）

土木 ㈱渡辺工務店

とび・土工 ㈱羽川工業

9 永井揚水機場整備補修工事
羽生市大字下手子林字永
井地内

コンクリート厚増加に伴う変
更

12 側溝新設等工事（その３）
羽生市大字下新郷（３区）地
内（市道４２１０号線）

土木 ㈲新生興産
羽生市大字砂山366番
地2

羽生市大字上岩瀬880
番地

管 ㈱栗本建設工業

機械器具 広総業㈱
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変更後期間
No. 工事名 工事場所 種別

契約の相手方 当初期間

令和3年11月5日 7,700,000 令和3年11月5日 ～ 令和4年3月11日

令和4年2月1日 7,700,000 令和3年11月5日 ～ 令和4年7月29日

令和3年6月11日 112,200,000 令和3年6月11日 ～ 令和4年3月4日

令和4年2月4日 126,357,000 令和3年6月11日 ～ 令和4年6月30日

令和3年11月9日 3,300,000 令和3年11月9日 ～ 令和4年2月25日

令和4年2月7日 3,300,000 令和3年11月9日 ～ 令和4年3月31日

令和3年10月21日 4,510,000 令和3年10月21日 ～ 令和4年2月11日

令和4年2月7日 5,263,500 令和3年10月21日 ～ 令和4年3月11日

令和3年9月7日 64,900,000 令和3年9月7日 ～ 令和4年2月25日

令和4年2月10日 64,262,000 令和3年9月7日 ～ 令和4年3月28日

令和3年10月5日 45,045,000 令和3年10月5日 ～ 令和4年3月4日

令和4年2月10日 45,364,000 令和3年10月5日 ～ 令和4年3月4日

令和4年1月11日 3,267,000 令和4年1月11日 ～ 令和4年3月31日

令和4年2月21日 3,267,000 令和4年1月11日 ～ 令和4年9月30日

令和3年9月1日 29,700,000 令和3年9月1日 ～ 令和4年2月25日

令和4年2月24日 29,700,000 令和3年9月1日 ～ 令和4年4月28日

令和3年10月3日 11,330,000 令和3年10月3日 ～ 令和4年2月25日

令和4年2月24日 11,330,000 令和3年10月3日 ～ 令和4年3月31日

令和3年7月21日 9,240,000 令和3年7月21日 ～ 令和4年3月4日

令和4年2月24日 7,777,000 令和3年7月21日 ～ 令和4年3月4日

令和3年8月27日 13,200,000 令和3年8月27日 ～ 令和4年3月25日

令和4年3月4日 14,498,000 令和3年8月27日 ～ 令和4年3月25日

令和3年8月17日 32,120,000 令和3年8月17日 ～ 令和3年12月24日

令和4年3月8日 34,265,000 令和3年8月17日 ～ 令和4年3月31日

令和4年2月4日 13,420,000 令和4年2月4日 ～ 令和4年3月31日

令和4年3月8日 13,420,000 令和4年2月4日 ～ 令和4年6月30日

19

20

21

22

23

24

25

26

配水管布設替工事（その１）
羽生市大字上川俣地内（市
道0201号線外）

管 ㈱長沢組 羽生市大字尾崎585 占用位置変更に伴う数量増

配水管撤去工事（その１）
羽生市大字上川俣地内（市
道0201号線外）

管 ㈱長沢組 羽生市大字尾崎585 関連工事の遅延に伴う延長

中岩瀬配水場フィルター盤内
リアクトル・コンデンサー更新
工事

羽生市大字中岩瀬150番地
中岩瀬配水場

電気
藤田エンジニアリ
ング㈱埼玉支店

熊谷市問屋町2-2-17
関連工事の実施設計に伴う
設置変更

市道１２３０号線道路改良工
事

羽生市大字上岩瀬地内 土木 ㈱羽川工業
羽生市大字上岩瀬８８
０番地

軟弱地盤上の施工のため仮
設工及び現道等の段差解消
のため摺付工を追加。

配水管布設工事（北-１）
岩瀬土地区画整理事業地
内

管
㈲川島工業羽生
営業所

羽生市大字北荻島
393-1

関連工事の遅延に伴う延長

配水管布設工事(中央-２４）
岩瀬土地区画整理事業地
内

管
㈲川島工業羽生
営業所

羽生市大字北荻島
393-1

関連工事の遅延に伴う延長

羽生第1枝線管渠布設工事
(その３)

岩瀬土地区画整理事業地
内（北･中央工区）

土木 ㈱長沢組
埼玉県羽生市大字尾
崎５８５番地

区画整理事業の進捗および
地権者からの要望による、
取付管等設置数の増加。

第1浄水場No.2ろ過機浄水
弁緊急修繕工事

羽生市南5丁目19番地5　第
1浄水場

機械器具
理水化学㈱埼玉
営業所

さいたま市浦和区常盤
9丁目11番12号NJ5ビ
ル

電気部品等の供給不足によ
る納期遅延

羽生市大字桑崎805
番地1

電柱移設遅延に伴う施工日
数不足による延長

㈱羽川工業
埼玉県羽生市大字上
岩瀬880番地

国道横断部における、不明
埋設物支障に伴う工法の変
更。

埼玉県羽生市南７丁目
２番地２

電柱移転遅延に伴う一部施
工取止め、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ蔓
延による人員不足。

土木 ㈱栗本建設工業
羽生市大字下手子林
2462

工種追加・数量変更による
変更

17 側溝新設工事（その５）

14 電気計装設備更新工事
羽生市大字下羽生134番地
第2浄水場　外1箇所

電気
荏原商事㈱関東
支社

さいたま市大宮区桜木
町4丁目247番地

電気部品等の供給不足によ
る納期遅延

羽生市大字中手子林地内
（市道９３０８号線）

18
羽生第1枝線管渠布設工事
(その２)

15
羽生第１幹線枝線管渠布設
工事(その１)

岩瀬土地区画整理事業地
内（北工区）外

土木

岩瀬土地区画整理事業地
内（北･中央工区）

土木 ㈱ハトリ

16 側溝改修工事（その３）
羽生市大字上新郷地内
（市道１１０９号線）

土木 榎本工業㈲
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令和3年9月2日 56,430,000 令和3年9月2日 ～ 令和4年3月31日

令和4年3月14日 56,453,100 令和3年9月2日 ～ 令和4年3月31日

令和3年7月8日 58,080,000 令和3年7月8日 ～ 令和3年12月24日

令和4年3月25日 58,080,000 令和3年7月8日 ～ 令和4年5月31日

令和3年8月27日 17,050,000 令和3年8月27日 ～ 令和4年3月31日

令和4年3月25日 17,050,000 令和3年8月27日 ～ 令和4年6月30日

令和3年9月30日 40,590,000 令和3年9月30日 ～ 令和4年3月31日

令和4年3月29日 40,590,000 令和3年9月30日 ～ 令和4年7月29日

28

29

30

27

配水管復旧工事
羽生市東8丁目、大字北袋
地内（中川253号橋）

管 ㈲長峯設備
羽生市大字羽生430番
6

関連工事の遅延に伴う延長

配水管布設替工事（その１
１）

羽生市大字砂山地内（一般
国道122号外）

管 ㈱加藤商事
さいたま市西区大字内
野本郷297番地4

全国的な一部材料の出庫停
止による配管材料の納期遅
延

道路改良工事（その１）
羽生市大字加羽ヶ崎地内
（市道0113号線）

土木 ㈱渡辺工務店
羽生市大字上新郷
5567番地

As殻処分量減工、表層施工
範囲増工

配水管布設工事（その9）
羽生市大字上岩瀬地内（市
道1234号線）

管 ㈲横須賀電機
羽生市南3丁目1番27
号

関連工事との調整に伴う延
長
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