
番 増減額

号 変更日数

→ -33,000

→

→
187,000

→

→

583,000

→

→ 77,000

→

→

3,267,000

→

→
132,000

→

→

363,000

→

変更後完成工期
変更契約日 工事名

稚内公園災害復旧工事

業者名

水族館整備工事（屋上防水改修工事）

稚内東中学校屋体LED化整備工事

都市公園遊具改築（天北緑地）工事

令和3年8月20日

変更後請負代金

既設下屋解体の結果、取合いサッシ廻りのモルタルの劣
化が著しいため撤去補修し、新設する下屋の既設サッシ
への取付間口幅を1,800mmから2,110mmに変更する。
（契約書第18条）

変更理由
現請負代金

大型カゴ枠工
・設計図書間の不一致等により、設計計算書及び数量算
出書を変更したい。（大型カゴ枠）（契約書第17条）

令和3年7月30日

12,100,000

令和3年7月30日

4,983,000

13,123,000

12,067,000

12,540,000

4 令和3年7月8日

1

2

3

5

6 令和3年8月5日

令和3年8月10日
稚内港潮見地区護岸整備（その2）工
事

7

稚内市港5丁目5番15号

令和3年7月15日

船舶上架施設浮桟橋整備工事

稚内市潮見1丁目2番17号

令和3年8月13日

令和3年5月24日

令和3年6月9日

令和3年7月21日

令和3年7月8日

株式会社北緑芝建

稚内市富岡5丁目3番10号

道北土建株式会社

稚内市朝日5丁目4番1号

株式会社山口電気商会

現地精査の結果、工事数量の見直しが必要となったた
め。
【工事数量の変更】
○海岸土工：護岸前面において、想定した土砂数量よりも
少なかったため、変更減。
○上部工：現地精査の結果、各種数量を変更。
○天端被覆工：現地精査の結果、各種数量を変更。
○消波工：現地精査の結果、当初想定していた既設消波
ブロックの個数よりも多かったため、消波ブロック据付は変
更減とし、消波ブロック撤去は変更増。
○構造物撤去工：護岸前面において、当初想定していた
既設消波ブロック個数よりも多かったため、変更増。

令和3年度　　変更契約一覧表

6,875,000

14,597,000

6,798,000

現地精査の結果、工事数量の見直しが必要となったた
め。
材料費　12)雑チェーン（メッキ）16mm＊15m　3本→0本
（変更減）、13)リングプレートB型 1t　8個→12個（変更
増）、14)SUS304ロングリングチェーン16mm＊15m　0本→
6本（変更増・新規追加）、15)SUSネジシャックル16mm　0
個→12個（変更増・新規追加）

令和3年7月30日

構造物撤去工について、概数の確定により変更する。

管路土工の増額
・現場発生土の仮置が必要となり、土砂を運搬する必要
が生じたため土砂運搬費の増
管布設工の増額
・塩ビ管布設箇所において一部鉄筋コンクリート管が埋設
されており、工事に支障となることから施工方法を変更し
たため費用の増額
付帯工の増額
・鉄筋コンクリート管移設に伴う撤去費及び処分費の増額
・施工区間に不明なコンクリート基礎が埋設されており、
工事に支障となることから撤去費及び処分費の増額
・施工区間にルーフ配管が埋没されており、工事に支障
となることから撤去及び再設置費用の増額

令和3年9月30日

11,330,000

現完成工期

国道40号無電柱化に伴う汚水管移設
工事

3,696,000

39,413,000

　本工事は、稚内東中学校体育館の既設高天井照明器
具をLED証明器具に取り替える工事であります。
　照明器具を取り替えるにあたり、既設照明器具ガードの
再利用ができないことがわかったため、照明ガードを追加
工事するものであります。

3,564,000

5,170,000

39,050,000

山本建設株式会社

稚内市港5丁目7番44号

エスアイ工業株式会社

稚内市萩見2丁目6番15号

稚内港湾施設株式会社

稚内市末広1丁目1番34号

藤建設株式会社



番 増減額

号 変更日数変更後完成工期
変更契約日 工事名 業者名

変更後請負代金
変更理由

現請負代金

令和3年度　　変更契約一覧表

現完成工期

→

-2,530,000

→

→
209,000

→

→

3,498,000

→

→
-1,001,000

→

→
1,188,000

→

→

330,000

→

51日間

→

→
51日間

→
253,000

→

→
99,000

→

16

三建設株式会社
9,669,000

稚内市声問1丁目6番27号

15 令和3年11月17日
市営住宅（末広団地59-B-1）屋根外
壁改修工事

早坂・阿部 特定建設工事共
同企業体

本工事は、市営住宅末広団地59-B-1の屋根改修（2重屋
根）及び外壁改修（塗装塗替）を行う工事であります。
外壁改修において、クラック処理及び欠損部補修の数量
を、概数から確定数量に変更します。

51,370,000 51,623,000

稚内市大黒1丁目4番32号
令和3年11月26日

錦産業株式会社

稚内市朝日3丁目2185番14

9,570,000

　事業の促進を図るため、消波ブロック据付（六脚ブロック
KO.52型）を14個増工する。

　消波ブロック製作（六脚ブロックKO.52型）当初279個
変更後293個

13,090,000

令和3年10月1日

62,249,000

令和3年9月27日

廃棄物最終処分場覆蓋撤去工事

稚内港潮見地区護岸整備工事

令和3年11月30日

10

令和3年10月18日

令和3年10月13日

11

8

令和3年11月24日

・道道抜海兜沼停車場線上に水道管を布設するにあた
り、工事着手前より、道路管理者である北海道に占用許
可申請を提出していたが、令和3年10月29日に占用許可
が下りたため、施工計画に支障が生じたことから、工期を
51日延長する。

本工事は、市営住宅声問団地62-B-2の外壁塗装を塗り
替える工事であります。
既存塗膜剥離後の外壁欠損補修箇所が見込みよりも多
かったため、外壁欠損補修数量を変更するものでありま
す。

令和3年8月30日

9

トーダ塗装工業株式会社

株式会社佐藤組

稚内公園整備（擁壁整備）工事

市営住宅（声問団地62-B-2）外壁改
修工事

中部第9排水区雨水管渠布設工事

稚内市こまどり3丁目7番5号

8,767,000

42,130,000

令和3年8月31日

令和3年11月30日

令和3年11月30日

23,760,000

北武建設株式会社

稚内市萩見2丁目13番15号

・土留用仮設材の増
　土留用仮設材は、鋼矢板Ⅲ型　Ｌ=7.5ｍ　64枚を硬質
地盤専用の油圧式杭圧入引抜機で圧入し2回転用する
設計としていたが、1回目の引抜時に鋼矢板に力がかかり
2回目の転用ができないことが判明したため、新たに鋼矢
板Ⅲ型　Ｌ=7.5ｍ　64枚を増とする。
　土留用仮設材増に伴い、油圧式杭圧入引抜機の運搬
費を増額する。
　※Ｎ値＝167

構造物撤去工
・概数の確定による変更
仮設工
・概数の確定による変更

65,747,000

・建物解体完了により、解体発生材処分数量の概数を確
定する。
・仮設費について、敷き鉄板、覆土、残土処分等の数量
を確定する。
・解体用重機について、実施工方法による機械に変更す
る。
・覆蓋前面の側溝部分について、洗浄清掃費を計上す
る。

12,089,000

8,976,000

39,600,000

稚内市こまどり3丁目7番5号

23,430,000

12 令和3年10月25日 稚内公園整備（擁壁整備）工事

14 令和3年11月17日 クトネベツ地区配水管布設替工事

13 令和3年11月15日 導水管撤去工事

稚内市朝日1丁目3番5号

稚内市はまなす3丁目7番23号

早坂・山田 経常建設共同企
業体

稚内市大黒1丁目4番32号

北海土建工業株式会社

北海土建工業株式会社

令和3年11月30日 令和4年1月20日

当該工事の概数として扱っていた数量が確定（令和3年
10月18日）し、当該事実に係る不確定要素が解消された
ため、事業促進を図りたい。

12,089,000 13,277,000

令和3年11月30日

令和3年11月30日 令和4年1月20日

工事施工にあたって、試掘した結果、現設計と相違が生
じたため変更します。
１対象となる種別
　○舗装工の増加　0㎡　→　274㎡（274㎡増）
　○採掘工の増加　1200㎥　→　1370㎥（170㎥増）
　○工事延長　300ｍ　→　210ｍ（90ｍ減）



番 増減額

号 変更日数変更後完成工期
変更契約日 工事名 業者名

変更後請負代金
変更理由

現請負代金

令和3年度　　変更契約一覧表

現完成工期

→

1,342,000

→

→

891,000

→

→

→
100日間

→

→
110日間

→

660,000

→

→

→
98日間令和4年3月28日

13,442,000

　本工事は、市営住宅潮見団地2-B-2の屋内外給排水
管設備、給湯設備、衛生器具設備等を改修する工事であ
ります。
　給油機給排気トップ取付等に伴う外壁はつり補修等に
おいて、建物正面側に高所作業員が設置できず作業が
できないため、外部足場を追加するものであります。
　以上、設計変更により請負代金額が増額となる。

　請負代金額　660,000円の増額

　事業の促進を図るため、施工延長を5ｍ増す。
　施工延長　当初：L=50m　変更後：L=55m

　【工事数量の変更箇所】
　・道路土工
　・路盤工
　・排水構造物工
　・縁石工
　・区画線工
　・構造物撤去工

24,442,000

北武建設株式会社

稚内市萩見2丁目13番15号

令和3年11月30日

大信建設株式会社

ウエンナイ川右岸排水区雨水管渠布
設その2工事

令和3年11月30日

稚内市はまなす4丁目2番2号

12,100,000

付帯工の増
　舗装復旧範囲を舗装影響範囲までとしていたが、既設
道路側溝及び道路補修箇所と舗装の間に乖離が生じた
ため、雨水等の侵入による路盤や既設側溝への影響を考
慮し、舗装復旧範囲を拡大する。また、それに伴い舗装
処分費を増額する。

市営住宅（潮見団地2-B-2）配管改修
工事

声問24号通配水管布設工事

19 令和3年11月26日
当該工事は事業主体である北海道と連携し、水道管を併
設していたが、北海道側で水道管の施工工程に遅れが
生じているため、それに合わせ工期を延長する。

20

令和3年12月20日

22 令和3年12月16日
道道稚内天塩線無電柱化に伴う水道
管布設替工事

令和3年11月26日

稚内港（副港通）改修工事令和3年11月24日17

18 令和3年11月24日

増幌地区営農用水配水管布設工事

　当該工事は、事業主体である北海道と連携し水道管移
設を予定していたが、道路占用の許可が遅れ、施工計画
に支障が生じたことから、工期を98日延長する。

令和4年3月20日

73,810,000

令和3年12月17日

サトウ配管・桜井冷熱機械
特定建設工事共同企業体

25,333,000

73,150,000

令和3年11月30日

新型コロナウイルス感染症の影響により、資材の調達及
び誘導員の確保が難しいことから、工期期間内の完成が
困難となったため、工期を延長する。

令和3年12月7日21

株式会社佐藤組

稚内市朝日1丁目3番5号

道北土建株式会社

令和3年11月30日

令和4年3月10日

稚内市朝日5丁目4番1号

稚内市緑6丁目13番13号

北武・富田 特定建設工事共
同企業体

稚内市萩見2丁目13番15号



番 増減額

号 変更日数変更後完成工期
変更契約日 工事名 業者名

変更後請負代金
変更理由

現請負代金

令和3年度　　変更契約一覧表

現完成工期

→

2,035,000

→

49日間

→
1,870,000

→

→

→

→

220,000

→

→

2,508,000

→

→
7,304,000

→

令和4年3月21日

白樺保育所整備工事（増改築電気設
備工事）

25 導水管撤去工事令和4年1月17日

令和4年1月25日

萩ヶ丘浄水場耐震補強工事24 令和3年12月24日

23 蓄電池基礎整備工事令和3年12月23日

躯体改修
・壁の劣化状況調査の結果、ひび割れの進行が確認され
たため、コンクリートはつり工、壁モルタル塗工、塗装工を
増工する。

27 令和4年1月17日 副港通道路整備工事

排水構造物工
・取付道路部の横断側溝を追加する。（L=16m）
構造物撤去工
・概数の確定により変更する。（殻処分量）
舗装工
・取付道路部の歩道巻き込み部について、本線と取付道
路の高さを調整するため、擦り付け範囲を追加する。
（A=88㎡）

51,458,000

4,796,000 5,016,000
26

令和4年1月30日

令和4年1月31日

稚内市朝日3丁目2185番14

68,904,00061,600,000

令和4年2月14日

長谷川・山本 経常建設共同
企業体

稚内市はまなす3丁目2番15号

48,950,000

28 令和4年1月21日

・発生土処理の増
　掘削した土を埋戻しに使用する予定だったが、埋戻しに
適さない土であったため、堀削した土を残土処分とし、埋
戻しに適用する土を運搬し埋戻材としたため、発生土処
理を増額する。

ウエンナイ川右岸排水区雨水管渠布
設その1工事

・増築する保育室にインターフォン及び機械警備機器を
設置する。
・風除室にカメラ付きインターフォンを設置する。

以上、設計変更により請負代金額が増額となる。

請負金額　変更前　4,796,000円
　　　　　　　変更後　5,016,000円　　220,000円の増額

令和4年1月20日

　本工事は堀削後差し水の影響により、水の処理を行うた
め仮設の水替工を増工し、積雪が例年の平均を大きく超
えたことにより除雪による工程の遅れが生じ、今後も施工
条件が厳しいことが想定されるため、舗装工のアスファル
トを不施工とする。
　１　対象となる種別
　　・舗装工の変更　表層274㎡→0㎡（274㎡減）
　　・仮設工の増加　水換工0日→48日（48日増）
　　・工事延長　210ｍ→186ｍ（24ｍ減）

21,615,000

24,200,000 26,070,000

令和4年2月28日

　現地精査の結果、ネットフェンスの配置変更が必要に
なったこと及び仮設工の概数確定に伴い設計変更する。

【変更内容】
道路土工
・ネットフェンスの配置変更により設計数量を変更する。
（掘削、整地、土砂等運搬）
路盤工
・ネットフェンスの配置変更により設計数量を変更する。
（上層路盤工、不陸整正）
防護柵工
・ネットフェンスの配置変更により設計数量を変更する。
（ネットフェンス、基礎ブロック、作業土工）管理用道路土
工
・ネットフェンスの配置変更により設計数量を変更する。
（路体盛土）
仮設工
・概数の確定により変更する。（鉄板板）
共通仮設費
・概数の確定により変更する。（仮設材運搬費） 令和4年1月31日

19,580,000

稚内市末広1丁目1番34号

北武建設株式会社

稚内市萩見2丁目13番15号

株式会社松本電気商会

錦産業株式会社

稚内市宝来2丁目1番24号

稚内港湾施設株式会社

有限会社抜海運送

稚内市朝日1丁目4番5号



番 増減額

号 変更日数変更後完成工期
変更契約日 工事名 業者名

変更後請負代金
変更理由

現請負代金

令和3年度　　変更契約一覧表

現完成工期

→
10,846,000

→

→
385,000

→

→
-24,398,000

→

→
1,012,000

→
32

長谷川・山本 経常建設共同
企業体

稚内市はまなす3丁目2番15号

31 令和4年3月8日
道道稚内天塩線無電柱化に伴う水道
管布設替工事

北武・富田 特定建設工事共
同企業体

・当該工事は、事業主体である北海道の無電柱化工事の
施工範囲が変更になったことから、水道管工事を一部減
工する必要が生じたため、測点260.5～272.0の配水管布
設工を減工する。

63,800,000 39,402,000

稚内市萩見2丁目13番15号
令和3年12月20日

30

47,212,000

令和4年2月22日

令和4年3月10日

令和4年3月1日 若草大橋補修工事

仮設工
・現地調査の結果、P3橋脚周囲の土質が軟弱であり、作
業足場の安全確保が難しいこと及び作業中の川岸への
影響を抑えるため、矢板で土留めを行う。

46,200,000

第一副港整備工事

藤建設株式会社
概数（浚渫土量）の確定により変更する。
【土工・浚渫工】
当初：土量　940㎥
変更：土量　1,006㎥
以上の理由による増額設計変更です。

7,590,000 7,975,000

稚内市港5丁目5番15号

令和4年2月26日

29 令和4年2月4日
緑・富岡環状通街路整備（道路改良）
工事

令和4年2月21日

事業促進のため施工延長を256ｍから266ｍに変更する。
・土工、舗装工、排水構造物工、縁石工の増
概数確定により変更する。
・構造物撤去工稚内市栄1丁目34番1号

共成･三洋 特定建設工事共
同企業体 128,700,000 139,546,000


