
当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

令和元年6月14日 120,445,380 円 令和元年6月14日 ～ 令和2年2月28日

令和2年5月25日 120,638,100円 令和元年6月14日 ～ 令和2年5月29日

令和元年8月21日 39,591,255 円 令和元年8月21日 ～ 令和2年3月19日

令和2年5月22日 36,348,400 円 令和元年8月21日 ～ 令和2年5月29日

令和元年9月24日 126,090,195 円 令和元年9月24日 ～ 令和2年4月30日

令和2年4月28日 130,050,800 円 令和元年9月24日 ～ 令和2年4月30日

令和元年12月3日 34,990,835 円 令和元年12月3日 ～ 令和2年3月25日

令和2年4月23日 38,220,600円 令和元年12月3日 ～ 令和2年4月30日

令和2年1月9日 111,586,200 円 令和2年1月9日 ～ 令和2年7月31日

令和2年7月7日 111,669,800 円 令和2年1月9日 ～ 令和2年7月31日

令和2年2月18日 53,755,680 円 令和2年2月18日 ～ 令和2年8月21日

令和2年8月18日 59,543,000 円 令和2年2月18日 ～ 令和2年8月21日

4311-069 平野草津線配水管更新他工事 草津市野路四丁目他 水道施設 株式会社大同 草津市岡本町17番地の1

・試掘結果より、埋設管の土被
りが想定と異なっていたことか
ら、本設配管を変更するため。
・消火栓使用時に濁水等が起こ
らないように仮設管を追加する
ため。
・視覚障害者誘導標示の復旧を
追加するため。

2

4

草津市矢橋町649番地の11

①建築（建屋）設計の内容変更
に伴い、擁壁工の延長および構
造寸法の変更、仮設ｺﾙｹﾞｰﾄﾌ
ﾘｭｰﾑ設置工を追加変更するも
の
②受注者による設計照査に対
し、契約約款第18条第2項に基
づき調査を行った結果より、下
記の項目について変更するもの
・ブロック塀の撤去・復旧工の追
加
・既存構造物撤去工の追加
・公共汚水桝撤去設置工の１箇
所減
・自由勾配側溝の寸法変更、延
長追加

　　　令和２年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更事由・変更概要
変更後期間

草津市草津町2012番地
交通誘導員の配置について、変
更の必要が生じたため。

1 4311-022
新草津川左岸第４排水区雨水整

備工事
草津市東矢倉三丁目

他
土木 株式会社早瀬水道

栗東市出庭2135番地1
試運転中に既設配管の漏水が
発見されたことから、変更が生じ
たもの。

4311-131
草公下東草津三丁目他面整備工

事
草津市東草津三丁目

他
土木 株式会社山協

3 4311-085 北山田町配水本管更新工事 草津市北山田町 水道施設 株式会社井上工業 草津市芦浦町313番地の1

①資材置場として公共用地を使
用したため。
②一部区間において、交通規制
の方法、施工時間帯を変更した
ため
③既設配水管の土被りが設計
と異なっていたため。
④防護コンクリートの撤去、処分
が発生したため。

草津市草津町1458番地1

6 4311-157
（仮称）草津市第二学校給食セン

ター造成工事
草津市集町他 土木 有限会社竜王興産

公共汚水桝位置に変更が生じ
たため。

5 4311-139
草津クレアホール空調設備改修

工事
草津市野路六丁目 管

美松電気株式会社栗東
営業所



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　令和２年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更事由・変更概要
変更後期間

令和2年3月17日 29,201,700 円 令和2年3月17日 ～ 令和2年7月8日

令和2年7月7日 29,749,500 円 令和2年3月17日 ～ 令和2年7月8日

令和2年3月23日 27,203,000 円 令和2年3月23日 ～ 令和2年7月8日

令和2年6月25日 27,865,200 円 令和2年3月23日 ～ 令和2年7月8日

令和2年3月24日 7,480,000 円 令和2年3月24日 ～ 令和2年7月8日

令和2年7月7日 7,885,900 円 令和2年3月24日 ～ 令和2年7月8日

令和2年3月16日 45,100,000円 令和2年3月16日 ～ 令和3年2月12日

令和3年2月9日 46,548,700円 令和2年3月16日 ～ 令和3年2月12日

令和2年3月10日 33,220,000円 令和2年3月10日 ～ 令和3年2月12日

令和3年2月8日 33,908,600円 令和2年3月10日 ～ 令和3年2月12日

7 4311-161
草津クレアホールトイレ改修工事

（建築）
草津市野路六丁目 建築

株式会社　山協

株式会社吉田工務店 草津市野村四丁目９番17号

①アスベスト含有調査追加
②発電機2機追加
③仮設の変更
④天井吊ボルト撤去取りやめ、
既存利用に変更
⑤便所壁タイル撤去処分取り止
め
⑥天井裏敷設グラスウール撤
去処分追加
⑦スラブ解体撤去追加
⑧面台幅変更
⑨壁塗装改修追加
⑩天井点検口
⑪旧労務単価・旧技術者単価に
基づく契約を新労務単価・新技
術者単価に基づく契約に変更す
るため

草津市追分二丁目16番16号

・隣接の田で稲作に必要な農業
用水のための仮設用水管が必
要となるため。
・利用者が安全に施設を利用し
ていただくために仮舗装が必要
となるため。

草津市草津町1458番地1

①洗面カウンターの仕様変更
②旧労務単価・旧技術者単価に
基づく契約を新労務単価・新技
術者単価に基づく契約に変更す
るため。

9 4311-163
草津クレアホールトイレ改修工事

（電気）
草津市野路六丁目 電気 西本電気工事株式会社 草津市木川町451番地

図面表記のない施工上障害と
なる埋没配線が発見され、迂回
工事が必要となったため。

8 4311-162
草津クレアホールトイレ改修工事

（機械）
草津市野路六丁目 管

11 4311-165
志津まちづくりセンター整備工事

（電気）
草津市青地町 電気

宝泉イーサービス株式会
社

草津市東矢倉三丁目１番１号

10 4311-164
志津まちづくりセンター整備工事

（機械）
草津市青地町 機械

株式会社藤尾設備工業
所

・既設引込線が新施設の基礎
工事の支障となることから迂回
工事が必要となるため。
・消防署からの指導により工作
室等に感知器の設置が必要と
なるため。
・新たな事業等に伴い各部屋に
LAN挿口の追加。
・引込柱の設置予定位置が道
路の拡幅予定範囲であることが
判明したことにより変更が必要
になるため。
・引込柱の変更後の設置位置
が屋外灯の設置位置と重複す
ることにより変更が必要になる
ため。
・公共工事設計労務単価の運
用に係る特例措置の対応が必
要となるため。



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　令和２年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更事由・変更概要
変更後期間

令和2年3月26日 30,008,000 円 令和2年3月26日 ～ 令和2年9月7日

令和2年9月7日 32,891,100 円 令和2年3月26日 ～ 令和2年9月7日

草津市木川町３７２番地

〇宮前団地
・PC版小口塗膜防水から軒天新設に変更
・巾木無収縮ﾓﾙﾀﾙ増打ち+水切り新設+塗膜
防水からﾓﾙﾀﾙ刷毛引きに変更
・雨水桝撤去新設を追加
・鉄骨用無収縮ﾓﾙﾀﾙ増打ち取止め
・屋根雨養生を追加
・軽量鉄骨壁下地+現場発泡ｳﾚﾀﾝから木下地
+ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑに変更
・ｶｰﾎﾟｰﾄ撤去を追加
・CBt100からt120に変更
・ｳｲﾝﾄﾞｴｱｺﾝ設置を追加
・砂利敷きを追加
〇菰原団地
・ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺取止め、陸屋根防水仕上+
一部板金葺きに変更
・切妻ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り取止め
・ｱﾙﾐ製建具取止め、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ仕上に変更
・内装工事取止め
・既設鉄骨小屋組み撤去処分を追加
・土間ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧取止め、CB6段から1段に
変更
〇西草津団地4-5.6
・PC版小口塗膜防水から軒天新設に変更
・巾木無収縮ﾓﾙﾀﾙ増打ち+水切り新設+塗膜
防水からﾓﾙﾀﾙ刷毛引きに変更
・雨水桝撤去新設を追加
・鉄骨用無収縮ﾓﾙﾀﾙ増打ち取止め
・屋根雨養生を追加
・軽量鉄骨壁下地+現場発泡ｳﾚﾀﾝから木下地
+ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑに変更
・ｶｰﾎﾟｰﾄ撤去を追加
・CBt100からt120に変更
・空気調和設備脱着を追加
・砂利敷きを追加
・ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置設置期間を変更
〇西草津団地4-10.11
・PC版小口塗膜防水から軒天新設に変更
・巾木無収縮ﾓﾙﾀﾙ増打ち+水切り新設+塗膜
防水からﾓﾙﾀﾙ刷毛引きに変更
・隙間閉塞措置・ﾋﾞﾙ桝設置を追加
・雨水桝撤去新設を追加
・鉄骨用無収縮ﾓﾙﾀﾙ増打ち取止め
・増築物撤去復旧を追加
・屋根雨養生を追加
・内装改修1面から4面に変更
・軽量鉄骨壁下地+現場発泡ｳﾚﾀﾝから木下地
+ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑに変更
・CBt100からt120に変更
・増築物撤去処分から復旧に変更
・ｳｲﾝﾄﾞｴｱｺﾝ設置を追加
・増築物波板張替え範囲・樋施工範囲を変更
・砂利敷きを追加
・ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置設置期間を変更
〇西木川団地
・空気調和設備固定方法を変更
・巾木塗膜防水から下地調整材C-1仕上に変
更
・ﾈｯﾄﾌｪﾝｽからﾒｯｼｭﾌｪﾝｽに変更
・波板張替えを追加
・外部ｺﾝｾﾝﾄ復旧を追加

12 4311-166 改良住宅分離適合工事 草津市木川町他 建築 丸正建設



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　令和２年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更事由・変更概要
変更後期間

令和2年3月23日 62,138,967 円 令和2年3月23日 ～ 令和2年9月30日

令和2年9月1日 78,756,700 円 令和2年3月23日 ～ 令和2年9月30日

令和2年3月23日 62,138,967 円 令和2年3月23日 ～ 令和2年9月30日

令和2年9月29日 79,489,300 円 令和2年3月23日 ～ 令和2年9月30日

令和2年3月27日 11,872,300 円 令和2年3月27日 ～ 令和2年6月30日

令和2年6月10日 13,060,300 円 令和2年3月27日 ～ 令和2年6月30日

令和2年5月29日 38,236,000 円 令和2年5月29日 ～ 令和2年11月30日

令和2年11月27日 41,399,600 円 令和2年5月29日 ～ 令和2年12月14日

草津市木川町３７２

①グリストラップ（排水ため桝）
閉鎖方法変更
②天井鋼製下地吊りボルト撤去
新設取りやめ
③レストランと厨房間の鉄筋コ
ンクリート造の壁撤去後の処理
方法変更
④空調エアコンダクト接続部分
外れによる追加工事
⑤OAフロア設置範囲の増加

16 5021-004
下笠伊佐々第一橋・下笠橋補修

工事
草津市下笠町 橋梁上部

ジェイテック株式会社滋
賀営業所

守山市浮気町４番地の５

①設計照査の結果、当初設計
を変更する必要が生じたため。
②既設橋梁の塗膜含有量・溶
出量試験をした結果、有害物質
が検出されたことから、安全衛
生保護具等を追加する必要が
生じたため。
③橋面排水の機能復旧として、
舗装打ち換えおよび排水設備
設置を追加する必要が生じたた
め。

15 4311-168 庁舎食堂改修工事 草津市草津三丁目 建築 丸正建設

14 4311-167 草津市処分場覆土造成工事 草津市御倉町 土木 株式会社岸本工業 草津市矢橋町６３８－２

①ガス抜き管埋設工事の追加。
②受注者との協議による設計変
更に伴う盛土・張コンクリート・側
溝・土質試験費・現場事務所借
地料減額の変更。

13 4311-167 草津市処分場覆土造成工事 草津市御倉町 土木 株式会社岸本工業 草津市矢橋町６３８－２

①労務単価上昇に伴う、契約金
額の変更のため。
②仮設進入路の既設道路側溝
破損防止および場内の地耐力
不足解消のために鉄板敷設置・
撤去工の追加。
③流用土判定、試掘による改良
厚の確認、改良材添加量配合
試験の結果に伴い安定処理数
量を変更。
④盛土用の搬入土について現
場内に集積所を設けることによ
り土砂等の積込・運搬を追加。
⑤ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ埋設部につい
て地耐力測定方法の変更。また
地耐力を測定した結果、現地盤
が必要地耐力を満たしていな
かったことから、安定処理工を
追加。
⑥現場条件の変動による池の
水(廃ｱﾙｶﾘ)の運搬処理量の変
更。



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　令和２年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更事由・変更概要
変更後期間

令和2年6月1日 172,106,880 円 令和2年6月1日 ～ 令和3年2月26日

令和3年2月19日 180,477,000 円 令和2年6月1日 ～ 令和3年2月26日

令和2年7月9日 97,050,800円 令和2年7月9日 ～ 令和3年1月8日

令和2年12月18日 99,070,400円 令和2年7月9日 ～ 令和3年1月8日

令和2年6月25日 16,500,000 円 令和2年6月25日 ～ 令和3年3月19日

令和3年3月5日 15,681,600 円 令和2年6月25日 ～ 令和3年3月19日

令和2年7月6日 130,268,688円 令和2年7月6日 ～ 令和3年2月5日

令和3年2月1日 131,345,500円 令和2年7月6日 ～ 令和3年2月5日

令和2年6月30日 14,740,000 円 令和2年6月30日 ～ 令和2年10月23日

令和2年9月7日 15,261,400 円 令和2年6月30日 ～ 令和2年11月30日

令和2年6月30日 14,740,000 円 令和2年6月30日 ～ 令和2年10月23日

令和2年11月25日 15,936,800 円 令和2年6月30日 ～ 令和2年11月30日

令和2年6月22日 82,341,809 円 令和2年6月22日 ～ 令和3年1月29日

令和3年1月21日 82,035,800 円 令和2年6月22日 ～ 令和3年1月29日

21 5012-018
市内小中学校マンホールトイレ設

置工事
草津市上笠一丁目他 管 有限会社ナカガワ 草津市川原町１４０番地の３

草津中学校において設置工事
に際し試掘調査を行ったところ、
設置場所に電気配線が埋設さ
れており、当初の設置位置では
設置できないことから、設置場
所、設置方法の検討が必要とな
るため。
なお、これに伴い約40日の工期
延長が必要となるため。

草津市野路町467番地の24

①現地条件の相違による立坑
径、工法変更、一部接続構造の
変更が生じたため。
②地元調整に伴い、家屋調査
の追加、誘導員配置の変更が
生じたため。

18 5021-011 老上中学校配膳室増築工事 草津市矢橋町 建築 株式会社津田工務店滋賀 草津市東矢倉一丁目5番32号

接続予定の既設給水管からの
多量の錆の漏出により、給水管
の改修工事を追加変更するも
の。

17 5021-006
新草津川左岸第４排水区雨水整

備工事
草津市東矢倉三丁目 土木 衣川建設株式会社

草津市川原町１４０番地の３

①既設トイレの排水管を新設屋
外排水管に接続するにあたり、
屋外給排水管の敷設深さ変更
が必要となったため。
②建築工事における天井改修
の工法変更に伴い、空調設備・
換気設備改修が不要となったた
め。

20 5021-017 市営住宅屋根改修工事 草津市木川町他 建築 株式会社千商 草津市南笠東三丁目20番44号

①野地板撤去範囲変更に伴う
外装工事の追加（六ノ坪団地3ｰ
1、3-2）
②増築物下地補強の追加（東
木川団地7、8、六ノ坪団地3ｰ8）
③裏側テラス鉄骨柱根巻きの追
加（東木川団地8）
④小庇ひび割れ処理の追加（東
木川団地11-2）

19 5021-015
（仮称）笠縫認定こども園整備工

事（機械）
草津市上笠一丁目 管 有限会社ナカガワ

草津市川原町１４０番地の３

①マンホールトイレ設置場所で
試掘調査・測量を行ったところ、
地中に電気配線が埋設されて
おり設計どおりの位置では設置
できないことから、
マンホールトイレの設置方向を
変更するもの
②既存樹木・花壇の撤去
③アスファルト舗装

23 5021-019 西矢倉三丁目配水管更新工事 草津市西矢倉三丁目 水道施設 有限会社竜王興産 草津市矢橋町649番地の11

①公共用地の使用に伴い、借
地料を減額したため。
②試掘箇所を追加したため。
③仮設・本設配管および給水接
続方法を変更したため。
④交通誘導員の人数を変更し
たため。
⑤既設舗装版厚を変更したた
め。

22 5012-018
市内小中学校マンホールトイレ設

置工事
草津市上笠一丁目他 管 有限会社ナカガワ



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　令和２年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更事由・変更概要
変更後期間

令和2年6月22日 18,667,583 円 令和2年6月22日 ～ 令和2年12月1日

令和2年11月19日 16,930,100 円 令和2年6月22日 ～ 令和2年12月1日

令和2年6月26日 18,991,500円 令和2年6月26日 ～ 令和2年9月25日

令和2年9月7日 19,669,100 円 令和2年6月26日 ～ 令和2年9月25日

令和2年6月24日 13,596,000円 令和2年6月24日 ～ 令和2年9月23日

令和2年9月14日 13,789,600円 令和2年6月24日 ～ 令和2年9月23日

令和2年7月3日 21,070,522 円 令和2年7月3日 ～ 令和2年10月9日

令和2年10月1日 21,688,700 円 令和2年7月3日 ～ 令和2年10月9日

令和2年7月3日 4,367,000円 令和2年7月3日 ～ 令和2年10月23日

令和2年10月15日 4,551,800円 令和2年7月3日 ～ 令和2年10月23日

令和2年7月7日 4,931,300円 令和2年7月7日 ～ 令和2年10月23日

令和2年10月20日 4,860,900円 令和2年7月7日 ～ 令和2年10月23日

令和2年7月9日 49,670,896 円 令和2年7月9日 ～ 令和3年2月19日

令和3年2月9日 49,376,800 円 令和2年7月9日 ～ 令和3年2月19日

令和2年7月10日 27,876,200 円 令和2年7月10日 ～ 令和2年11月27日

令和2年11月20日 27,535,200 円 令和2年7月10日 ～ 令和2年11月27日

令和2年7月10日 24,211,000 円 令和2年7月10日 ～ 令和2年12月10日

令和2年12月3日 24,501,400 円 令和2年7月10日 ～ 令和2年12月10日

草津市矢橋町字中ノ沢405番地
事前調査の結果、施工箇所の
減および内副管復旧に使用す
る材料の変更が生じたため。

25 5021-024
草津第二小学校校舎棟・体育館

棟トイレ改修工事（建築）
草津市大路二丁目 建築 堀田擴工務店 草津市下笠町１４８９

①ＣＢ壁の状態が極めて悪く、
大地震時に崩落の危険がある
ため。
②既存配管の位置が膳板と干
渉するため。

24 5021-023 下水道総合地震対策工事(その１)
草津市東矢倉二丁目

他
土木 株式会社翔栄

草津市集町１４４－１５

ＣＢ造であるトイレ間仕切り壁の
状態が極めて悪く、大地震時に
崩落する危険性があることから
建築工事にて撤去の上、新たに
間仕切り壁を施工することとな
り、これに伴い、間仕切り壁内
部にある通気配管も撤去・新設
が必要となったため。

27 5021-027 玉川こども園園庭整備工事 草津市野路九丁目 造園 深尾建設株式会社 草津市木川町396番地の1

①集水桝を追加する必要が生じ
たため。
②舗装工を追加する必要が生じ
たため。

26 5021-026
草津第二小学校校舎棟・体育館

棟トイレ改修工事（機械）
草津市大路二丁目 管 有限会社ススム設備

草津市矢橋町1817-3

①当初設計にないコンクリート
ブロック壁が発見され、撤去・処
分が必要になったため。
②既存コンクリートブロック壁を
想定した位置に壁がなく、壁下
地が必要になったため。

29 5021-032
さわやか保健センター１階多目的

トイレ等改修工事（機械）
草津市草津三丁目 管 有限会社ナカガワ 草津市川原町１４０番地の３

さわやか保健センター多目的ト
イレＰＳ拡張に伴う衛生器具の
変更のため。

28 5021-030
さわやか保健センター１階多目的

トイレ等改修工事（建築）
草津市草津三丁目 建築 有限会社森美装

東大阪市長田東3-2-7

仮設コートの盛土撤去につい
て、グラウンドとしての機能を確
保するために整地面積の変更
が必要となったため。

32 5021-036
草公下東草津一丁目他面整備工

事
草津市東草津一丁目

他
土木 株式会社マルユー建設 草津市野村８丁目７－１０

①試掘結果より、人孔種類及
び、本管の埋設高を変更するも
の。
②既設構造物が支障となること
から推進の法線を変更するも
の。
③既設舗装厚が想定より厚かっ
たことから舗装取壊し厚等を変
更するもの。

31 5021-034 高穂中学校テニスコート改修工事 草津市追分七丁目 体育施設
奥アンツーカ株式会社

近畿支店

草津市岡本町17番地の1

①資材置場として公共用地を使
用したため。
②試掘結果により仮設延長と本
設配管の計画を変更したため。
③給水管の接続方法を変更し
たため。

30 5021-033 西草津二丁目配水管更新工事 草津市西草津二丁目 水道施設 株式会社大同



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　令和２年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更事由・変更概要
変更後期間

令和2年8月7日 110,212,850 円 令和2年8月7日 ～ 令和3年3月19日

令和3年2月17日 117,779,200 円 令和2年8月7日 ～ 令和3年4月19日

令和2年7月3日 1,552,749 円 令和2年7月3日 ～ 令和2年9月30日

令和2年9月9日 1,590,600 円 令和2年7月3日 ～ 令和2年9月30日

令和2年8月5日 59,484,370 円 令和2年8月5日 ～ 令和3年2月15日

令和3年2月5日 62,363,400 円 令和2年8月5日 ～ 令和3年2月15日

令和2年7月27日 11,912,813 円 令和2年7月27日 ～ 令和2年12月15日

令和2年12月7日 12,499,300 円 令和2年7月27日 ～ 令和2年12月15日

令和2年8月12日 92,969,382 円 令和2年8月12日 ～ 令和3年3月26日

令和3年2月26日 100,694,000 円 令和2年8月12日 ～ 令和3年3月26日

令和2年7月31日 15,257,000円 令和2年7月31日 ～ 令和2年10月26日

令和2年10月16日 15,937,900円 令和2年7月31日 ～ 令和2年10月26日

令和2年8月14日 33,658,900 円 令和2年8月14日 ～ 令和2年11月30日

令和2年11月26日 34,501,500 円 令和2年8月14日 ～ 令和2年11月30日

令和2年8月31日 68,022,053 円 令和2年8月31日 ～ 令和3年1月15日

令和3年1月5日 70,882,900 円 令和2年8月31日 ～ 令和3年1月15日

35 5021-41 山寺町配水管更新他工事 草津市山寺町 水道施設 ㈱加藤建設工業

草津市追分二丁目16番16号

①資材置場として公共用地を使
用したため。
②試掘工の追加および試掘結
果より、施工方法と作業土工等
を変更するため。
③試掘および配管計画に不測
の日数を要したことから、工期
延期をするため。

34 5021-038
狼川河川公園配水管整備箇所舗

装本復旧工事
草津市野路東七丁目 舗装 株式会社Ｋ-ｗｏｒｋｓ 草津市川原町299番5号

施工に伴い、草津警察署と協議
を行った結果、交通誘導警備員
および区画線の数量を変更する
もの。

33 5021-037 大津草津線他配水管更新工事 草津市矢橋町 水道施設 株式会社藤尾設備工業所

草津市青地町327-1

・畳表替えを畳取替に変更
・水切取替取止め
・洗面器水栓取替取止め
・台所下部の床板張り（高さ調
整）取止め
・便器一式取替え
・台所・食事室の床増張り（ラワ
ン合板+ＣＦ張り）、壁・天井の塗
装改修

37 5021-045 下物下笠山田線配水管更新工事 草津市志那町他 水道施設 有限会社竜王興産

草津市青地町875番地の9

①現場事務所等の設置におい
て、公共　用地を使用したため。
②試掘の結果、給水管の施工
方法を変更したため。
③舗装工の施工方法を変更し
たため。

36 5021-043
木川町狭あい道路

拡幅整備工事
草津市木川町 土木 びわこ舗道株式会社

39 5021-049
北山田浄水場屋上他防水改修工

事
草津市北山田町 防水 有限会社森美装 草津市矢橋町1817-3

外壁防水改修の数量調査を
行ったところ、当初の目視による
見込み数量より変更が生じたた
め。

草津市矢橋町649番地の11

・資材置場として公共用地を使
用したため。
・設計照査の結果、水管橋支持
金具のアンカーおよびフランジ
接続部品の仕様を変更するた
め。
・試掘工の追加および試掘結果
より、仮設・本設配管等を変更
するため。

38 5021-047 空家修繕（常盤団地） 草津市志那中町 建築 株式会社山本住建

大津市丸の内町２番２３号

①現地条件の相違による附帯
的工種の追加変更
②関係機関との協議に伴う競技
施設の追加変更

40 5021-052 老上中学校グラウンド改修工事 草津市矢橋町 体育施設 株式会社　金子工務店

草津市野路町
４６７番地の２４

　・ 路床安定処理工におけ
　　 る路床土の固化材添加
　　 量の変更
　・ 拡幅路線に隣接の田村
　　 邸における宅内外構復
　　 旧仕様の変更



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　令和２年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更事由・変更概要
変更後期間

令和2年8月11日 9,438,000 円 令和2年8月11日 ～ 令和2年11月6日

令和2年10月30日 9,689,900 円 令和2年8月11日 ～ 令和2年11月6日

令和2年8月12日 12,095,996 円 令和2年8月12日 ～ 令和2年12月4日

令和2年11月20日 12,604,900 円 令和2年8月12日 ～ 令和2年12月4日

令和2年8月17日 41,277,104 円 令和2年8月17日 ～ 令和3年1月29日

令和3年1月22日 41,939,700 円 令和2年8月17日 ～ 令和3年1月29日

令和2年8月31日 84,607,039 円 令和2年8月31日 ～ 令和3年3月26日

令和3年3月22日 86,060,700 円 令和2年8月31日 ～ 令和3年3月26日

令和2年9月3日 47,426,500 円 令和2年9月3日 ～ 令和3年2月26日

令和3年2月24日 51,550,400 円 令和2年9月3日 ～ 令和3年3月19日

令和2年8月26日 57,902,757 円 令和2年8月26日 ～ 令和3年1月29日

令和3年1月21日 57,421,100 円 令和2年8月26日 ～ 令和3年1月29日

41 5021-054 西草津団地他２階改修工事
草津市西草津一丁目

他
建築 丸正建設 草津市木川町３７２

天井廻り縁が既存壁に入り込ん
で設置されており、壁面を残して
撤去することが困難であり、壁
面の改修が必須と判明したた
め、壁面改修を追加するもの。

①現地照査にて、本工事対象
範囲に隣接した箇所で、舗装の
劣化が進行していることが判明
したため。
②公安委員会より区画線の形
状を変更するよう指示があった
ため。
③舗装撤去の際、既設舗装厚
が設計と異なると判明したた
め。

43 5021-057 草津町他舗装本復旧合併工事 草津市草津町他 舗装 衣川建設株式会社 草津市野路町４６７番地の２４

①既設舗装厚が想定より厚いこ
とにより、処分量の変更をしたた
め。
②道路管理者との再協議により
舗装構成が変更となったため。

42 5021-056 集１０号線舗装補修工事 草津市集町 舗装 株式会社K-works

45 5021-059
高区送水ポンプ電動弁・旧館逆洗

弁取替工事
草津市追分南四丁目 浄水施設

イワキ・モリタニ電工株式
会社滋賀営業所

草津市西渋川１丁目１６番４３号

①電動式バタフライ弁のバルブ
コントロールの組立向きの変更
により電動式バタフライ弁用支
持架台４台が不要となったた
め。
②漏水に対応する復旧工事を
行う必要が生じたため。
③漏水に対応する管の取替工
事を行う必要が生じたため。

44 5021-058
（仮称）草津市第二学校給食セン

ター駐車場他整備工事
草津市川原町他 土木 株式会社フットワーク

46 5021-060 追分七丁目他配水管更新工事 草津市追分七丁目他 水道施設 株式会社大同 草津市岡本町17番地の1
既存埋設管の位置に相違があ
り、本設配管を変更したため。

草津市岡本町17番地の1

①地元より用水路構造変更の
要望があったため。
②職員用駐車場への散水栓設
置に伴い給水管用のさや管の
布設数量を変更する必要が生じ
たため。
③既設水路の構造が当初想定
と異なり、撤去数量を変更する
必要が生じたため。
④河川管理者より、張コンクリー
トの施工範囲を追加するよう指
示があったため。

草津市川原町２９９－５



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　令和２年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更事由・変更概要
変更後期間

令和2年8月17日 7,812,629円 令和2年8月17日 ～ 令和2年10月30日

令和2年10月20日 8,166,400円 令和2年8月17日 ～ 令和2年10月30日

令和2年9月23日 134,112,770 円 令和2年9月23日 ～ 令和3年3月25日

令和3年3月16日 136,020,500 円 令和2年9月23日 ～ 令和3年3月25日

令和2年9月16日 12,339,800 円 令和2年9月16日 ～ 令和3年1月12日

令和3年1月8日 13,444,200 円 令和2年9月16日 ～ 令和3年1月12日

令和2年9月23日 4,618,900 円 令和2年9月23日 ～ 令和3年2月19日

令和3年2月10日 5,291,000 円 令和2年9月23日 ～ 令和3年2月19日

令和2年12月16日 197,179,158円 令和2年12月16日 ～ 令和3年7月30日

令和3年2月18日 201,025,000 円 令和2年12月16日 ～ 令和3年8月20日

令和2年12月16日 155,199,000 円 令和2年12月16日 ～ 令和3年7月30日

令和3年2月18日 162,572,300 円 令和2年12月16日 ～ 令和3年7月30日

令和2年10月9日 47,773,000 円 令和2年10月9日 ～ 令和3年3月26日

令和2年12月21日 43,712,900 円 令和2年10月9日 ～ 令和3年3月26日

47 5021-061 渋川小学校防球ネット設置工事 草津市西渋川二丁目 体育施設 株式会社Ｋ-ｗｏｒｋｓ 草津市川原町２９９－５

①防球ネットの設置等に支障と
なる樹木があるため、除去（剪
定）作業が必要となるため。
②児童等が工事実施中も物置
を安全に使用できるようにする
ため、一時撤去を行う物置の追
加が必要となるため。

49 5021-068
草津駅西口第２自転車駐車場外

壁他改修工事
草津市渋川一丁目 建築 堀田擴工務店 草津市下笠町１４８９

①看板の撤去復旧取り止め、撤
去新設、追加
②路面駐車区画の施工範囲の
縮小
③外壁施工数量調査結果に基
づく改修範囲の追加
④建物内部漏水を防ぐためにア
ルミ笠木下地防水張りの追加

48 5021-065
野村運動公園グラウンド整備工事

（1工区）
草津市野村三丁目 体育施設 株式会社アヤシロ

51 5021-074 草津中学校配膳室増築工事 草津市草津二丁目 建築 株式会社千商 草津市南笠東三丁目２０番４４号

前館の外壁仕上塗材の下地調
整材にアスベストが含有される
ことが判明し、アスベストの除去
工事を追加変更するもの。

50 5021-071 矢橋公園他再整備工事 草津市矢橋町他 造園 竹村造園

草津市山寺町１１９６番地

工事施工場所において、老朽化
により給水配管・消火配管の漏
水が複数発生していることか
ら、それらの更新工事をする必
要が生じたため。

53 5021-077 下笠橋補修工事 草津市下笠町他 橋梁上部 鳥羽建設株式会社 甲賀市水口町山３８５８番地２８１
設計照査の結果、当初設計を
変更する必要が生じたため。

52 5021-075 新堂中学校配膳室増築工事 草津市新堂町 建築 株式会社奥村工務店

草津市青地町574

①公園の景観改善策として樹木
の撤去が必要となったため。
②公園の維持管理に支障となる
樹木の根の撤去が必要となった
ため
③フェンスの設置を延長するこ
とが必要となったため。
④側溝の機能不全防止策とし
て、側溝蓋の設置が必要となっ
たため。

草津市山田町205番地1

①指定管理者との調整の結果、
仮囲いの仕様を変更したため。
②設計照査の結果、設計変更
の必要が生じたため。
③現場確認の結果に基づき、給
水管の移設ルートを変更したた
め。



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　令和２年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更事由・変更概要
変更後期間

令和2年10月5日 20,456,975 円 令和2年10月5日 ～ 令和3年2月26日

令和3年2月8日 24,128,500 円 令和2年10月5日 ～ 令和3年5月26日

令和2年10月12日 53,416,000 円 令和2年10月12日 ～ 令和3年3月15日

令和3年3月8日 57,786,300 円 令和2年10月12日 ～ 令和3年3月15日

令和2年10月5日 27,564,900 円 令和2年10月5日 ～ 令和3年2月12日

令和3年2月5日 29,102,700 円 令和2年10月5日 ～ 令和3年3月5日

令和2年10月1日 15,057,856 円 令和2年10月1日 ～ 令和3年1月29日

令和3年1月20日 15,153,600 円 令和2年10月1日 ～ 令和3年1月29日

令和2年10月9日 20,460,000 円 令和2年10月9日 ～ 令和3年1月29日

令和3年2月26日 20,664,600 円 令和2年10月9日 ～ 令和3年3月10日

令和2年10月5日 14,701,500円 令和2年10月5日 ～ 令和3年2月12日

令和3年2月5日 14,957,800円 令和2年10月5日 ～ 令和3年2月12日

令和2年10月8日 28,108,157 円 令和2年10月8日 ～ 令和3年2月26日

令和3年1月25日 34,189,100 円 令和2年10月8日 ～ 令和3年3月30日

54 5021-078 大江霊仙寺線配水管整備工事 草津市野路町他 水道施設 ㈱井上工業

56 5021-080
南草津駅前マナースペース整備

工事
草津市野路一丁目他 建築 丸正建設 草津市木川町372番地

①電気設備工事の変更
②工期の延伸
③天井点検口の追加
④電気錠の追加
⑤点字ブロックの変更および追
加
⑥給気口の追加

55 5021-079 矢橋2－1号雨水整備他工事 草津市矢橋町 土木 株式会社アヤシロ

59 5021-083
草津駅東口マナースペース整備

工事
草津市渋川一丁目 建築 有限会社疋田建設

60 5021-085 下笠２５号線拡幅工事 草津市下笠町 土木 株式会社シンコウ安全 草津市橋岡町28番地10

・現地の試験掘削等を行った結
果、矢板工を追加する必要が生
じたもの。
・上記に伴う、工期の延長。

名神西線舗装補修工事 草津市青地町他 舗装 びわこ舗道株式会社

58 5021-082 草津駅西口公衆便所更新工事 草津市渋川一丁目 建築 有限会社森美装

57 5021-081

草津市上笠一丁目18番31号
①天井点検口の追加
②電気錠の追加
③給気口の追加

草津市野路町467番地の24
事前照査の結果、本工事対象
範囲に隣接した箇所で舗装の
劣化が判明したため。

草津市山田町２０５番地の１

①土留め工法の変更が生じた
ため
②既存水路との仮接合部仕様
変更が生じたため。
③埋戻土の改良が必要となった
ため
④構造物基礎工の追加の必要
が生じたため。
⑤鋼製門扉復旧の必要が生じ
たため。
⑥舗装面積追加の必要が生じ
たため。

草津市芦浦町313番地の1

①他企業との協議の結果、試掘
箇所を追加するため。
②夜間施工が不要となり、施工
時間帯を昼間施工に変更する
ため。
③試掘結果および計画道路高
の切下げによる配管変更を行う
ため。
④関連工事の工程が遅れてお
り、工程調整の結果、工期延期
するため。

草津市矢橋町1817-3

自動水栓が新型コロナウィルス
感染拡大に伴う需要増の影響
により納期遅延が発生してお
り、工期内に工事を完了させる
ことが困難であるため。



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　令和２年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更事由・変更概要
変更後期間

令和2年10月8日 28,108,157 円 令和2年10月8日 ～ 令和3年2月26日

令和3年3月30日 36,516,700 円 令和2年10月8日 ～ 令和3年5月10日

令和2年10月8日 17,314,000 円 令和2年10月8日 ～ 令和3年2月26日

令和3年2月18日 17,867,300 円 令和2年10月8日 ～ 令和3年2月26日

令和2年10月26日 21,668,669 円 令和2年10月26日 ～ 令和3年3月15日

令和3年3月8日 24,545,400 円 令和2年10月26日 ～ 令和3年3月15日

令和2年11月5日 60,655,199 円 令和2年11月5日 ～ 令和3年2月26日

令和3年2月19日 62,550,400 円 令和2年11月5日 ～ 令和3年2月26日

令和2年11月2日 14,628,526 円 令和2年11月2日 ～ 令和3年3月15日

令和3年3月12日 18,109,300 円 令和2年11月2日 ～ 令和3年3月29日

令和2年11月9日 29,267,700 円 令和2年11月9日 ～ 令和3年3月26日

令和3年3月24日 31,154,200 円 令和2年11月9日 ～ 令和3年3月31日

令和2年10月28日 33,850,938 円 令和2年10月28日 ～ 令和3年2月26日

令和3年2月19日 35,879,800円 令和2年10月28日 ～ 令和3年3月22日

令和2年10月28日 33,850,938 円 令和2年10月28日 ～ 令和3年2月26日

令和3年3月15日 36,063,500円 令和2年10月28日 ～
令和3年3月30日

62 5021-087 平井五丁目他配水管移設工事 草津市平井五丁目他 水道施設 株式会社システムガイア 草津市南笠東三丁目20番44号

試掘結果により、不断水分岐位
置を変更すること、および立坑
築造の地盤改良範囲にあわせ
た仮設配管の延長を変更する
ため。

61 5021-085

草津市南笠東三丁目２０番４４号

①構造物基礎工追加の必要が
生じたため。
②埋戻土の改良が必要となった
ため。
③伐採竹の処分費追加の必要
が生じたため。
④耕土仮置き箇所の移設する
必要が生じたため。

64 5021-094 北山田町他舗装本復旧工事 草津市北山田町他 舗装 株式会社 千商 草津市南笠東三丁目20番44号
既設舗装厚が当初想定と異な
ることからアスファルト殻処分等
を変更するため。

63 5021-090 狼川6-2号雨水整備工事 草津市南笠町 土木 株式会社システムガイア

草津市木川町５０９番地
隣接する地権者の理解が得ら
れことから、施工延長を追加し
たため。

66 5021-096 九ノ坪１号橋補修工事 草津市下笠町 橋梁上部
ジェイテック株式会社滋

賀営業所
守山市浮気町４番地の５

①設計照査の結果、設計変更
の必要が生じたため。
②支承の製作に不測の期間を
要したため。

65 5021-095 野路３号線路肩改良工事
草津市野路東七丁目

他
土木 有限会社馬場建設

草津市穴村町390番地1

①公共汚水桝蓋の種類および
試掘工における埋め戻し材料を
変更するため。
②試掘結果により、下水道本管
の法線変更と用水管の移設を
するため。

67 5021-097 草公下志那中町他面整備工事 草津市志那中町他 土木 東洋道路株式会社

草津市穴村町390番地1
①施工の支障になる配水管ド
レーンの撤去およびその手配に
不測の日数を要するため。

68 5021-097 草公下志那中町他面整備工事 草津市志那中町他 土木 東洋道路株式会社

下笠２５号線拡幅工事 草津市下笠町 土木 株式会社シンコウ安全 草津市橋岡町28番地10

・現地の地盤状況を確認した結
果、地盤安定処理工法を変更す
る必要が生じたもの。
・既存のU型水路およびHP管の
形状当初想定と異なっていたこ
とから、ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し工
を変更する必要が生じたもの。
・上記の変更内容の追加に伴
い、施工に不測の日数を要した
ことから、工期の延長を行うも
の。



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　令和２年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更事由・変更概要
変更後期間

令和2年11月9日 5,346,000円 令和2年11月9日 ～ 令和3年2月26日

令和3年3月17日 6,030,200円 令和2年11月9日 ～ 令和3年3月24日

令和2年11月11日 23,485,000 円 令和2年11月11日 ～ 令和3年3月15日

令和3年3月10日 30,318,200 円 令和2年11月11日 ～ 令和3年3月15日

令和2年11月25日 3,024,912 円 令和2年11月25日 ～ 令和3年2月26日

令和3年2月17日 3,473,800 円 令和2年11月25日 ～ 令和3年2月26日

令和2年11月20日 5,056,370 円 令和2年11月20日 ～ 令和3年2月26日

令和3年2月22日 5,992,800 円 令和2年11月20日 ～ 令和3年2月26日

令和2年11月30日 18,191,789 円 令和2年11月30日 ～ 令和3年3月26日

令和3年3月19日 18,797,900 円 令和3年11月30日 ～ 令和3年3月26日

令和2年11月24日 19,339,584 円 令和2年11月24日 ～ 令和3年2月26日

令和3年2月19日 19,464,500 円 令和2年11月24日 ～ 令和3年2月26日

守山市下之郷二丁目５番８号
既存の起流ポンプと配管の接続
部分のズレを修正する必要が生
じたため。

70 5021-100
下物地区農集排処理施設設備撤

去他工事
草津市下物町 土木 株式会社奥村工務店 草津市山寺町１１９６番地

①換気扇の撤去および撤去箇
所へのガラリの設置
②正門のバリアフリー化のため
の段差解消ゴム版設置
③洗面台の撤去及び各所ドア
の塗装
④張コンクリート及び防草シート
の設置
⑤湿気対策にかかる屋内部の
地下槽蓋接着後の密閉作業
⑥メッシュフェンスの追加
⑦壁断熱材撤去箇所の左官仕
上げ、シーリングの追加
⑧接触材洗浄撤去の追加
⑨樹木の伐採処理数量の変更
⑩雨水排水管及び排水設備の
追加
⑪コンクリート舗装の変更
⑫閉塞蓋上部養生工の変更
⑬公共用地への現場事務所設
置に係る占用料相当額減額

69 5021-099
ロクハ公園屋外プール起流ポンプ

修繕
草津市追分七丁目 機械器具 大崎設備工業株式会社

草津市川原町299-5

①現地確認を行った結果、想定
以上に土砂が堆積していたこと
から、作業土工を追加する必要
が生じたもの
②現地確認を行った結果、土留
柵工の高さを変更する必要が生
じたもの

72 5021-106 市内保育等施設安全対策工事 草津市内一円 交通安全施設 株式会社サザンレイクス 草津市東草津3丁目１０－３５－１

①保育園より施工時間調整の
申し出があったため。
②公安委員会より、交差点部の
区画線を延長する等の指示が
あったため。
③舗装の劣化が進行していたた
め。
④対象工区の一部と、地元と交
通政策課が調整中の範囲が重
複しているため。
⑤既設舗装厚が想定値以上で
あったため。

71 5021-105 草津川跡地擁壁他補修工事 草津市大路二丁目他 土木 株式会社Ｋ－ｗｏｒｋｓ

草津市下笠町179番地

①隣接商業施設との協議の結
果、乗入部については、夜間施
工を要望されたため。
②植樹桝の改修にともない、倒
木の恐れがある高木があること
が判明したため。

74 5021-108 山田草津線他舗装本復旧工事 草津市北山田町他 舗装 有限会社馬場建設 草津市木川町５０９番地
既設舗装厚が当初想定と異な
ることからアスファルト殻処分等
を変更するため。

73 5021-107 西渋川南９号線歩道改良工事
草津市西渋川一丁目

他
土木 株式会社山田園芸



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　令和２年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更事由・変更概要
変更後期間

令和2年11月27日 8,372,474 円 令和2年11月27日 ～ 令和3年3月15日

令和3年1月29日 9,655,800円 令和2年11月27日 ～ 令和3年3月15日

令和2年11月27日 8,372,474 円 令和2年11月27日 ～ 令和3年3月15日

令和3年3月8日 9,684,400円 令和2年11月27日 ～ 令和3年3月15日

令和2年12月3日 27,900,455 円 令和2年12月3日 ～ 令和3年3月26日

令和3年3月17日 28,209,500 円 令和2年12月3日 ～ 令和3年3月26日

令和2年11月26日 16,423,000 円 令和2年11月26日 ～ 令和3年3月15日

令和3年3月9日 17,134,700 円 令和3年11月26日 ～ 令和3年3月15日

令和2年12月4日 31,137,568 円 令和2年12月4日 ～ 令和3年3月26日

令和3年3月16日 31,942,900 円 令和2年12月4日 ～ 令和3年3月26日

令和2年11月26日 4,840,000 円 令和2年11月26日 ～ 令和3年2月26日

令和3年2月19日 4,764,100 円 令和2年11月26日 ～ 令和3年2月26日

令和2年12月3日 2,490,202 円 令和2年12月3日 ～ 令和3年2月26日

令和3年2月18日 2,536,600 円 令和2年12月3日 ～ 令和3年2月26日

令和2年12月1日 5,697,703 円 令和2年12月1日 ～ 令和3年2月26日

令和3年2月18日 6,184,200 円 令和2年12月1日 ～ 令和3年2月26日

草津市桜ヶ丘１丁目１１－２５ 舗装打換え工を追加したため。

76 5021-109 下寺東６号線舗装本復旧工事 草津市下寺町 舗装 有限会社高靖工業 草津市桜ヶ丘１丁目１１－２５

①既設舗装厚が当初設計の舗
装厚と異なっており、As殻・残土
処分量等の数量を変更したた
め。
②公安委員会との現地立会に
より、区画線工を追加したため。

75 5021-109 下寺東６号線舗装本復旧工事 草津市下寺町 舗装 有限会社高靖工業

草津市木川町８７０番地の１４
設計照査の結果、設計変更の
必要が生じたため。

78 5021-111
志那地区農集排処理施設設備撤

去他工事
草津市志那町 土木 深尾建設株式会社 草津市木川町３９６番地の１

①機械基礎コンクリート撤去数
量の変更
②機械基礎撤去部の復旧工の
追加
③張コンクリート施工箇所にお
ける既存施設の高さ調整工の
追加
④立入防止柵工の延長の追加
⑤水替工の追加
⑥機械設備撤去に伴う配管撤
去及び配管撤去に伴う開口部
閉塞の追加
⑦張コンクリートの施工数量の
変更
⑧ラバーポールの設置の追加

77 5021-110
草津グリーンスタジアムグラウンド

改修工事
草津市下笠町 土木 夘田建設株式会社

草津市矢橋町６４９番地１１

①現場確認の結果、再利用でき
る土の層が薄かったことから、
計画断面を変更するため。
②現場確認の結果、一部の路
床地盤が軟弱化していたことか
ら、再生砕石に置換する必要が
あるため。

80 5021-116 片岡町配水管移設工事 草津市片岡町 水道施設 有限会社ナカガワ 草津市川原町140番地の3
試掘結果により、水道資材の追
加、および土工の減を変更する
もの。

79 5021-112
野村運動公園グラウンド整備工事

（２工区）
草津市野村三丁目 土木 有限会社竜王興産

草津市南草津一丁目2－1517

①発注後、交差点部に路面標
示を設置してほしいとの地元要
望があったため。
②公安委員会より、交差点部の
区画線を延長するよう指示が
あったため。

82 5021-118 岡本町舗装本復旧工事 草津市岡本町 舗装 株式会社Ｋ－ｗｏｒｋｓ 草津市川原町299-5

①交通誘導警備員の配置につ
いて、変更の必要が生じたた
め。
②既設舗装厚が当初想定と異
なることからアスファルト殻処分
等を変更するため。

81 5021-117 市道路側帯カラー舗装工事 草津市内一円 交通安全施設 ダイエイ技創



当初契約日 当初契約金額
商号または名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

　　　令和２年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No. 契約番号 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

変更事由・変更概要
変更後期間

令和2年12月11日 15,416,555 円 令和2年12月11日 ～ 令和3年3月19日

令和3年3月18日 16,766,200 円 令和2年12月11日 ～ 令和3年3月30日

令和2年12月11日 15,416,555 円 令和2年12月11日 ～ 令和3年3月19日

令和3年3月26日 17,142,400 円 令和2年12月11日 ～ 令和3年3月30日

令和2年12月25日 27,157,229 円 令和2年12月25日 ～ 令和3年3月23日

令和3年3月16日 28,173,200 円 令和2年12月25日 ～ 令和3年3月23日

令和2年12月28日 16,970,195 円 令和2年12月28日 ～ 令和3年3月26日

令和3年3月16日 17,230,400 円 令和3年12月28日 ～ 令和3年3月26日

令和2年12月23日 7,065,300円 令和2年12月23日 ～ 令和3年3月16日

令和3年3月11日 7,749,500円 令和2年12月23日 ～ 令和3年3月16日

令和3年2月25日 33,177,100 円 令和3年2月25日 ～ 令和3年8月31日

令和3年3月31日 39,147,900 円 令和3年2月25日 ～ 令和3年8月31日

草津市青地町１０２４－８番地

①埋戻しおよび路床盛土材料を
変更するため。
②二次製品の製造および運搬
搬入に不測の期間を要したた
め。

84 5021-120 南笠西中央線道路整備工事 草津市南笠東一丁目 土木 有限会社金子組 草津市青地町１０２４－８番地
既設舗装版が想定より厚いた
め。

83 5021-120 南笠西中央線道路整備工事 草津市南笠東一丁目 土木 有限会社金子組

草津市矢橋町638－2

①設計照査の結果、構造物高さ
調整工と段差擦り付け工を変更
するため。
②既設舗装厚が当初想定と異
なることからアスファルト殻処分
等を変更するため。

86 5021-126 公園施設ハザード判定対応工事 草津市内一円 造園 株式会社松井緑地産業 草津市新浜町１６４番地

85 5021-125 片岡町他舗装本復旧合併工事 草津市片岡町他 舗装 株式会社岸本工業

栗東市安養寺六丁目８番１－２１号 断面修復工等を追加したため。88 5021-138 馬場橋他補修工事 草津市馬場町他 橋梁上部 有限会社リーグスセイワ

設計照査の結果、設計変更の
必要が生じたため。

87 5021-128 総合体育館トップライト防水修繕 草津市下笠町 防水 ゆうあい建設株式会社 草津市志那町７３３番地５

足場を設置し、トップライト防水
修繕の数量調査を行ったとこ
ろ、当初の確認による見込み数
量より変更が生じたもの。


