
 

 

平成 29 年（2017 年）6 月 7 日 

総 務 委 員 会 資 料 

経 営 室 経 理 担 当 

 

 

平成２８年度の契約実績（高額案件）について 

 

 

１ 契約種別による実績数 

 

  平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日において、契約金額５千万円以上で契約締結したもの 

（ただし、物品購入については、１千万円以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 契約案件ごとの詳細 

別表のとおり。 

契約種別 件数 

工事請負 ３４ 

委 託 ４９ 

賃貸借 ２ 

物品購入 ９ 



順番 契約件名 契約額 契約日 工期／納期 相手方名称 相手方住所 契約方法 所管分野（契約締結時）

1 橋梁長寿命化修繕工事（工事第２８２１３号） 63,720,000 平成28年10月28日 平成29年3月27日 株式会社会川組 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部都市基盤整備分野

2 妙正寺川河川補修工事（工事第28214号） 64,800,000 平成28年10月17日 平成29年3月18日 日本施工株式会社 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部都市基盤整備分野

3 道路附属物大型街路灯撤去設置工事 69,984,000 平成28年10月17日 平成29年3月18日 株式会社飛鳥　東京支店 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部都市基盤整備分野

4 道路補修工事（工事第２８２１７号） 74,196,000 平成28年11月10日 平成29年3月28日 北村建設株式会社 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部都市基盤整備分野

5 江古田川河川補修他工事（工事第２８２１５号） 76,140,000 平成28年10月24日 平成29年3月17日 株式会社飛鳥　東京支店 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部都市基盤整備分野

6 道路補修工事（工事第２８２０８号） 81,000,000 平成28年10月13日 平成29年3月2日 株式会社圏央 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部都市基盤整備分野

7
弥生町三丁目地区集散道路整備工事（工事第２８２０６
号）

83,484,000 平成28年6月14日 平成29年3月17日 株式会社会川組 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部都市基盤整備分野

8
道路補修及びバリアフリー道路改良整備工事（工事第２
８２０３号）

95,256,000 平成28年6月6日 平成29年1月31日 日本施工株式会社 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部都市基盤整備分野

9 道路補修工事（工事第２８２０７号） 99,360,000 平成28年7月29日 平成29年2月14日 株式会社飛鳥　東京支店 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部都市基盤整備分野

10 道路補修工事（工事第２８２０５号） 104,328,000 平成28年6月29日 平成29年1月30日 新栄興業株式会社 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部都市基盤整備分野

11 第六中跡地周辺道路整備工事（工事第28209号） 107,568,000 平成28年10月28日 平成29年3月30日 株式会社飛鳥　東京支店 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部都市基盤整備分野

12 道路補修工事（工事第２８２０４号） 114,480,000 平成28年6月6日 平成29年2月9日 新日本建設株式会社 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部都市基盤整備分野

13 かみさぎこぶし園総合防水改修工事 52,131,600 平成28年5月16日 平成28年9月20日 株式会社栄建社 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

14 第七中学校トイレ改修その他工事 53,784,000 平成28年7月1日 平成28年10月14日 株式会社若月工務店 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

15 軽井沢少年自然の家厨房改修その他工事 55,836,000 平成28年9月21日 平成29年1月13日 池田建設株式会社
長野県
佐久市

一般競争入札 経営室施設分野

16
特別養護老人ホームしらさぎホーム総合防水改修工事
（第一期）

66,420,000 平成28年8月8日 平成28年12月20日 トータル建設株式会社 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

17 鷺宮小学校特別支援学級整備その他工事 71,820,000 平成28年7月1日 平成28年9月30日 株式会社大日建設 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

18 旧南中野区民活動センター内装等解体工事 76,140,000 平成28年8月25日 平成29年2月17日 綜和建設株式会社 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

19 桃園第二小学校校舎内装改修その他工事（第二期） 88,020,000 平成28年6月16日 平成28年10月31日 新栄建設株式会社 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

20 多田小学校再編に伴う施設整備工事 98,820,000 平成28年6月13日 平成28年9月23日 進藤建設株式会社 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

21 若宮小学校再編に伴う施設整備工事 151,200,000 平成28年6月16日 平成28年10月21日 大神田建設株式会社 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

22 新山小学校再編に伴う施設整備工事（第二期） 154,688,400 平成28年6月13日 平成28年10月7日 明成建設工業株式会社 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

23 第三中学校再編に伴う施設整備工事（第一期） 164,667,600 平成28年6月7日 平成28年10月12日 株式会社小河原建設 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

24 東中野区民活動センター新築工事 380,234,600 平成28年12月8日 平成30年2月28日
米持・明成建設共同企業体　代表者　米持建設
㈱

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

25 （仮称）中野区清掃事務所車庫新築工事 486,052,000 平成28年10月14日 平成29年12月28日
稲葉・武蔵野建設共同企業体　代表者　稲葉建
設㈱

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

26 もみじ山文化センターホール天井耐震補強その他工事 1,474,245,200 平成28年6月20日 平成29年3月17日
フジタ・協永・武蔵野建設共同企業体　代表者
㈱フジタ　東京支店

新宿区 総合評価落札方式 経営室施設分野

工事請負　３４件

（土木工事）

（建築工事）

1



順番 契約件名 契約額 契約日 工期／納期 相手方名称 相手方住所 契約方法 所管分野（契約締結時）

27 東部区民活動センター電気設備改修その他工事 50,544,000 平成28年8月18日 平成29年1月23日 株式会社丸電　東京営業所 練馬区 総合評価落札方式 経営室施設分野

28 道路付属物小型街路灯支柱等修繕工事 51,235,200 平成28年8月9日 平成29年3月2日 株式会社サンデンコー 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部都市基盤整備分野

29 東中野区民活動センター新築に伴う機械設備工事 67,824,000 平成28年12月12日 平成30年2月28日 富士熱学工業株式会社 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

30 （仮称）中野区清掃事務所車庫新築に伴う電気設備工事 126,166,600 平成28年10月27日 平成29年12月28日
青木・小池建設共同企業体　代表者　㈱青木商
会

新宿区 総合評価落札方式 経営室施設分野

31 （仮称）中野区清掃事務所車庫新築に伴う機械設備工事 199,800,000 平成28年10月14日 平成29年12月28日
さかえ・渡建設共同企業体　代表者　さかえ設備
㈱

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

32 中野四季の森公園拡張整備工事 114,156,000 平成28年10月5日 平成29年3月23日 住友林業緑化株式会社　環境緑化事業部 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部都市基盤整備分野

33 上高田運動施設テニスコート改修工事 54,540,000 平成28年10月7日 平成29年3月16日 日本体育施設株式会社　東京支店 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部道路・公園管理分野

34 同報系防災行政無線更新工事（第三期） 158,848,750 平成28年7月8日 平成29年3月16日 日本無線株式会社　関東支社 中野区 業者指定 経営室施設分野

順番 契約件名 契約額 契約日 工期／納期 相手方名称 相手方住所 方法名称 所管分野（契約締結時）

1 中野区国民健康保険窓口業務委託 50,321,000 平成28年4月1日 平成29年3月31日 株式会社ベルシステム２４ 中央区 業者指定
区民サービス管理部保険医療分
野

2 平成28年度障害者等歯科医療事業の委託契約 50,979,715 平成28年4月1日 平成29年3月31日 （社）東京都中野区歯科医師会 中野区 業者指定 健康福祉部障害福祉分野

3 なかの区報編集及び印刷業務等委託（単価契約） 51,952,989 平成28年4月1日 平成29年3月31日 株式会社ドゥ・アーバン 目黒区 業者指定 政策室広報分野

4 中野区スポーツ・コミュニティプラザ管理運営業務委託 52,009,300 平成28年6月28日 平成29年3月31日 シンコースポーツ株式会社 中央区 業者指定 健康福祉部健康・スポーツ分野

5 中野区電話交換業務委託（長期継続契約） 52,704,000 平成28年6月2日 平成31年7月31日 株式会社武翔総合管理　中野支店 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

6 専用サービスに関する一括契約 53,498,880 平成28年4月1日 平成29年3月31日 株式会社ジェイコム中野 中野区 業者指定
区民サービス管理部情報システム
分野

7 中野区立小学校学校用務業務等委託（５校） 53,533,305 平成28年4月1日 平成29年3月31日 ヤオキン商事株式会社 足立区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

8 ペットボトル選別保管業務委託（単価契約） 56,571,480 平成28年4月1日 平成29年3月31日 栄和清運株式会社 杉並区 業者指定 環境部ごみゼロ推進分野

9 中野区立大和・鷺宮学童クラブ運営業務委託 56,880,000 平成28年4月1日 平成29年3月31日 株式会社日本保育サービス
愛知県
名古屋市

業者指定
地域支えあい推進室北部すこや
か福祉センター（地域ケア分野）

10 中野区立小学校学校用務業務等委託（６校） 57,666,000 平成28年4月1日 平成29年3月31日 高橋工業株式会社　中野支店 中野区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

11 文書交換等業務委託（長期継続契約） 59,466,960 平成28年6月27日 平成31年7月31日 広田ユニオン株式会社
大阪府
大阪市

総合評価落札方式 経営室経営分野

12
中野区立小中学校給食調理業務委託（谷戸小学校・啓
明小学校・北中野中学校）

65,031,120 平成28年4月1日 平成29年3月31日 東京ケータリング株式会社 千代田区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

13
区立保育園調理及び用務業務委託【白鷺保育園、江原
保育園、沼袋保育園】

65,226,945 平成28年4月1日 平成29年3月31日 株式会社旺栄 北区 業者指定
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

14 中野区立中学校学校用務業務等委託（６校） 69,366,000 平成28年4月1日 平成29年3月31日 高橋工業株式会社　中野支店 中野区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

15 庁舎保全業務委託（単価契約） 70,200,000 平成28年4月1日 平成29年3月31日 エクレ株式会社 中野区 随意契約 経営室施設分野

委託　４９件

（設備工事）

（造園工事）

（その他工事）
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順番 契約件名 契約額 契約日 工期／納期 相手方名称 相手方住所 契約方法 所管分野（契約締結時）

16
平成28年度弥生町三丁目周辺地区避難道路１号整備事
業に関する業務委託（単価契約）

71,625,600 平成28年4月20日 平成29年3月24日 （独）都市再生機構　東日本都市再生本部 新宿区 業者指定 都市基盤部地域まちづくり分野

17 中野区保育室事業運営委託 72,446,400 平成28年4月1日 平成29年3月31日 アートチャイルドケア㈱　東京本社 品川区 業者指定
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

18 高齢者居宅介護支援業務委託 74,250,000 平成28年4月1日 平成29年3月31日 特定非営利活動法人新宿ホームレス支援機構 新宿区 業者指定 健康福祉部生活援護分野

19
中野区立小中学校給食調理業務委託（向台小・新山小・
第二中・中野中学校）

74,640,960 平成28年4月1日 平成29年3月31日 フジ産業株式会社 港区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

20 中野区立江原・啓明・かみさぎ学童クラブ運営業務委託 76,475,880 平成28年4月1日 平成29年3月31日 葉隠勇進株式会社　東京本社 渋谷区 業者指定
地域支えあい推進室北部すこや
か福祉センター（地域ケア分野）

21 マイナンバーカード交付等関連業務委託 78,939,360 平成28年4月1日 平成29年3月31日 りらいあコミュニケーションズ株式会社 渋谷区 業者指定
区民サービス管理部戸籍住民分
野

22 中野区立キッズ・プラザ塔山・武蔵台運営業務委託 81,628,466 平成28年4月1日 平成29年3月31日 葉隠勇進株式会社　東京本社 渋谷区 業者指定
地域支えあい推進室北部すこや
か福祉センター（地域ケア分野）

23
公園等清掃除草（その１－１）及び一般廃棄物処理委託
（単価契約）

82,275,621 平成28年4月1日 平成29年3月31日 東京サニテイション株式会社 中野区 随意契約 都市基盤部道路・公園管理分野

24 ペットボトル回収業務委託(単価契約) 88,903,494 平成28年4月1日 平成29年3月31日 東京都環境衛生事業協同組合　中野区支部 中野区 業者指定 環境部ごみゼロ推進分野

25 戸籍住民窓口及び入出力等業務の一部委託 90,439,519 平成28年4月1日 平成29年3月31日 テンプスタッフ株式会社　公共サービス部 新宿区 業者指定
区民サービス管理部戸籍住民分
野

26
平和の森公園再整備及び新体育館整備基本設計等業
務委託

93,960,000 平成28年4月26日 平成28年10月28日 株式会社日本設計 新宿区 業者指定 経営室施設分野

27 中野区立小中学校給食栄養業務委託 94,315,320 平成28年4月1日 平成29年3月31日 株式会社ユーエスキュア 世田谷区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

28 有料制自転車駐車場等運営業務委託 101,602,242 平成28年4月1日 平成29年3月31日 （社）中野区シルバー人材センター 中野区 業者指定 都市基盤部防災・都市安全分野

29 中野駅周辺まちづくり等業務委託 101,995,200 平成28年4月1日 平成29年3月21日 （独）都市再生機構　東日本都市再生本部 新宿区 業者指定
都市政策推進室中野駅周辺まち
づくり分野

30 おむつサービス業務委託（単価契約） 105,124,746 平成28年4月1日 平成29年3月31日 株式会社成玉舎　東京営業所 稲城市 随意契約 健康福祉部福祉推進分野

31 弥生町六丁目用地埋蔵文化財本発掘調査委託 106,920,000 平成28年8月8日 平成29年7月31日 共和開発株式会社 府中市 指名競争入札 都市基盤部都市基盤整備分野

32
中野区立小中学校給食調理業務委託（新井小・第四中・
第七中・緑野中・南中野中学校）

107,143,560 平成28年4月1日 平成29年3月31日 株式会社レクトン 中央区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

33 ＷＡＮ回線サービスの提供（長期継続契約） 110,490,372 平成28年5月26日 平成33年3月31日
ＫＤＤＩ株式会社　ソリューション事業本部ソリュー
ション営業本部官公庁営業部

千代田区 随意契約
区民サービス管理部情報システム
分野

34 区立小中学校　学校施設管理等業務委託（単価契約） 110,505,983 平成28年4月1日 平成29年3月31日 高橋工業株式会社　中野支店 中野区 随意契約
教育委員会事務局子ども教育施
設分野（教）

35 中野区立キッズ・プラザ新山・桃花・白桜運営業務委託 125,644,773 平成28年4月1日 平成29年3月31日 ライフサポート株式会社 新宿区 業者指定
地域支えあい推進室北部すこや
か福祉センター（地域ケア分野）

36
東中野駅周辺等自転車駐車場及び自転車等駐車整理
区画運営業務委託（長期継続契約）

127,980,000 平成28年6月2日 平成31年7月31日 エクレ株式会社 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部防災・都市安全分野

37
中野区立小中学校給食調理業務委託（江原・武蔵台・西
中野・桃花・白桜・平和の森小）

146,464,200 平成28年4月1日 平成29年3月31日 メリックス株式会社 千代田区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

38
プラスチック製容器包装の選別・梱包・保管業務委託（単
価契約）

150,146,136 平成28年4月1日 平成29年3月31日 株式会社トベ商事 北区 業者指定
環境部ごみゼロ推進分野清掃事
務所

39
中野区立中野神明・多田・北原・向台・桃園学童クラブ運
営業務委託

151,078,942 平成28年4月1日 平成29年3月31日 ライフサポート株式会社 新宿区 業者指定
地域支えあい推進室北部すこや
か福祉センター（地域ケア分野）

40 中野区ネットワーク統合環境構築業務委託 151,718,724 平成28年6月21日 平成29年3月31日 富士通株式会社　東京支社 港区 業者指定
区民サービス管理部情報システム
分野

41
中野区立中野本郷・桃園第二・新井・平和の森・西中野・
若宮学童クラブ運営業務委託

189,000,000 平成28年4月1日 平成29年3月31日 株式会社サクセスアカデミー 品川区 業者指定
地域支えあい推進室北部すこや
か福祉センター（地域ケア分野）

42 粗大ごみ収集及び中継業務委託 199,867,124 平成28年4月1日 平成29年3月31日 東京都環境衛生事業協同組合　中野区支部 中野区 業者指定
環境部ごみゼロ推進分野清掃事
務所

43
第三中学校・第十中学校統合新校等複合施設整備基本
設計及び実施設計業務委託

209,461,680 平成29年2月10日 平成30年8月3日 株式会社安井建築設計事務所　東京事務所 千代田区 業者指定 経営室施設分野

44 プラスチック製容器包装の回収業務委託 223,132,525 平成28年4月1日 平成29年3月31日 東京都環境衛生事業協同組合　中野区支部 中野区 業者指定
環境部ごみゼロ推進分野清掃事
務所
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順番 契約件名 契約額 契約日 工期／納期 相手方名称 相手方住所 契約方法 所管分野（契約締結時）

45 放置自転車対策等業務委託（長期継続契約） 244,004,400 平成28年6月2日 平成31年7月31日 株式会社三幸コミュニティマネジメント 板橋区 総合評価落札方式 都市基盤部防災・都市安全分野

46
中野区インターネット接続および強靭性向上サービスの
提供（長期継続契約）

286,739,784 平成28年10月7日 平成33年9月30日 日本電子計算株式会社 江東区 随意契約
区民サービス管理部情報システム
分野

47 びん・缶分別回収等業務委託（単価契約） 307,654,262 平成28年4月1日 平成29年3月31日 中野区リサイクル協同組合 中野区 業者指定 環境部ごみゼロ推進分野

48 障害者福祉会館送迎バス運行委託（長期継続契約） 390,679,200 平成28年5月31日 平成33年9月30日 宮園自動車株式会社　本社営業所 中野区 総合評価落札方式 健康福祉部障害福祉分野

49 中野区もみじ山文化センター他２施設ＥＳＣＯ事業委託 749,520,000 平成28年10月14日 平成29年3月31日
ジョンソン・東京ガス・さかえＥＳＣＯ事業共同企
業体　代表企業　ジョンソンコントロールズ㈱

渋谷区 業者指定 経営室施設分野

順番 契約件名 契約額 契約日 工期／納期 相手方名称 相手方住所 方法名称 所管分野（契約締結時）

1
ネットワーク統合環境システム機器及びソフトウェアの賃
貸借（長期継続契約）

158,747,040 平成28年8月18日 平成33年8月31日 株式会社ＪＥＣＣ 千代田区 指名競争入札
区民サービス管理部情報システム
分野

2
区立小学校教育用パーソナルコンピュータ機器類の賃
貸借（１３校）（長期継続契約）

173,871,360 平成28年11月10日 平成34年1月31日 株式会社ＪＥＣＣ 千代田区 指名競争入札 教育委員会事務局学校教育分野

順番 契約件名 契約額 契約日 工期／納期 相手方名称 相手方住所 方法名称 所管分野（契約締結時）

1 南中野区民活動センターの新築に伴う什器類の買入れ 10,260,000 平成28年6月1日 平成28年8月5日 コクヨマーケティング株式会社 港区 一般競争入札
地域支えあい推進室南部すこや
か福祉センター（地域支援分野）

2 平成28年度　学校給食室厨房機器の購入 11,869,200 平成28年7月5日 平成28年8月23日 佐藤電機株式会社 北区 一般競争入札 教育委員会事務局学校教育分野

3 保育園給食用牛乳等の購入(単価契約) 13,203,540 平成28年4月1日 平成29年3月31日 東京都牛乳商業組合　中野支部 中野区 業者指定
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

4
災害対策用備蓄物資(食料品、保存水及び乾電池)の購
入

14,328,847 平成28年4月14日 平成28年7月11日 星野総合商事株式会社　東京営業所 足立区 一般競争入札 都市基盤部防災・都市安全分野

5 区民活動センター什器類の購入 14,582,160 平成28年12月19日 平成29年3月15日 有限会社中川商会 中野区 一般競争入札
地域支えあい推進室中部すこや
か福祉センター（地域支援分野）

6 区立小学校の通学路へ設置する防犯カメラの購入 17,424,720 平成28年8月3日 平成29年2月28日 ソナン電子株式会社 三鷹市 一般競争入札 教育委員会事務局学校教育分野

7 生活保護世帯に支給する入浴券の購入（単価契約） 25,191,600 平成28年6月8日 平成29年3月31日
東京都公衆浴場業生活衛生同業組合　中野支
部

中野区 業者指定 健康福祉部生活援護分野

8 清掃車の購入 26,273,664 平成28年6月20日 平成29年1月31日 東輝自動車株式会社 江戸川区 一般競争入札
環境部ごみゼロ推進分野清掃事
務所

9 育児パッケージの購入（単価契約） 34,000,000 平成28年4月1日 平成29年3月31日 ㈱トイカード 台東区 業者指定
地域支えあい推進室中部すこや
か福祉センター（地域ケア分野）

賃貸借　　２件

物品購入　　９件
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