平成 30 年（2018 年）7 月 5 日
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平成２９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２９年４月１日から平成３０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）
契約種別

件数

工事請負

３６

委

２

託

５７

賃貸借

１２

物品購入

１２

契約案件ごとの詳細
別表のとおり。

員
経

会
理

資
担

料
当

工事請負 ３６件
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

（土木工事）
1 弥生町三丁目地区施設道路整備工事

69,660,000 平成29年9月29日

平成30年3月30日 株式会社会川組

中野区

総合評価落札方式 都市基盤部道路分野

2 橋梁長寿命化修繕工事

80,460,000 平成29年11月15日 平成30年3月29日 株式会社会川組

中野区

総合評価落札方式 都市基盤部道路分野

3 第六中跡地周辺道路整備工事(工事第２９２１０号)

81,972,000 平成29年10月23日 平成30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 都市基盤部道路分野

4 道路補修及びバリアフリー道路改良工事

94,176,000 平成29年9月21日

平成30年3月30日 新栄興業株式会社

中野区

総合評価落札方式 都市基盤部道路分野

5 道路補修工事（その２）

97,200,000 平成29年7月4日

平成30年1月17日 株式会社飛鳥 東京支店

中野区

総合評価落札方式 都市基盤部道路分野

6 道路補修工事（その３）

112,320,000 平成29年7月4日

平成30年2月7日 さかえ設備株式会社

中野区

総合評価落札方式 都市基盤部道路分野

7 道路補修工事（その４）

112,320,000 平成29年9月11日

平成30年3月5日 日本施工株式会社

中野区

総合評価落札方式 都市基盤部道路分野

8 道路補修工事(その1)

113,400,000 平成29年7月11日

平成30年2月21日 新栄興業株式会社

中野区

総合評価落札方式 都市基盤部道路分野

平成29年10月2日 トータル建設株式会社

中野区

（建築工事）
9 南台小学校再編に伴う施設整備工事

51,624,000 平成29年6月12日

希望制指名競争入
経営室施設分野
札
希望制指名競争入
経営室施設分野
札
希望制指名競争入
経営室施設分野
札

10 塔山小学校総合防水改修その他工事（第一期）

61,560,000 平成29年7月14日 平成29年11月16日 株式会社モリタケ工務店

中野区

11 清掃事務所庁舎トイレ改修その他工事

66,960,000 平成29年9月7日

平成30年3月12日 薩摩建設株式会社

中野区

12 （仮称）沼袋三丁目保育室改修工事

73,440,000 平成29年12月5日

平成30年3月16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

13 西中野小学校総合防水改修その他工事（第四期）

76,572,000 平成29年6月15日

平成29年10月2日 不破工業株式会社

中野区

総合評価落札方式 経営室施設分野

14 南台まちづくり事業住宅総合防水改修その他工事

76,680,000 平成29年8月4日

平成30年1月31日 米持建設株式会社

中野区

総合評価落札方式 経営室施設分野

15 啓明小学校総合防水改修その他工事

86,952,900 平成29年6月5日

平成29年10月20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

16 弥生区民活動センター内装・トイレ改修その他工事

87,480,000 平成29年5月9日

平成29年8月31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

17 桃花小学校特定天井落下対策その他工事

87,480,000 平成29年5月11日 平成29年10月23日 稲葉建設株式会社

中野区

総合評価落札方式 経営室施設分野

18 東京都指定名勝哲学堂公園絶対城・三学亭修復工事

89,640,000 平成29年11月9日

平成30年7月31日 株式会社金剛組 東京本店

中央区

総合評価落札方式 都市基盤部公園分野

19 第三中学校再編に伴う施設整備工事（第二期）

100,612,800 平成29年6月7日

平成29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

特別養護老人ホームしらさぎホーム総合防水改修工事
20
（第二期）

106,704,000 平成29年9月5日

平成30年3月16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

21 中野中学校プール特定天井落下対策その他工事

106,920,000 平成29年9月5日

平成30年3月9日 武蔵野建設産業株式会社

中野区

総合評価落札方式 経営室施設分野

22 上鷺宮小学校トイレ改修その他工事

117,720,000 平成29年6月15日 平成29年10月13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

23 野方区民ホール舞台幕・音響反射板改修その他工事

130,680,000 平成29年10月5日

平成30年3月16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

24 向台小学校再編に伴う施設整備工事（第一期）

164,160,000 平成29年6月5日

平成29年10月13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

(仮称)中野四季の森公園自転車駐車場整備工事（工事
25
第403号）

協永・明成建設共同企業体 代表者 協永建設
891,000,000 平成29年10月13日 平成31年1月15日
㈱

中野区

総合評価落札方式

1

都市政策推進室中野駅周辺まち
づくり分野

順番

契約件名

26 平和の森公園新体育館整備事業

契約額

契約日

8,965,177,200 平成29年4月3日

工期／納期

相手方名称

フジタ・協永・明成・日本設計特定建設共同企業
平成31年12月27日
体 代表者 ㈱フジタ 東京支店

相手方住所

契約方法

所管分野

新宿区

総合評価落札方式 経営室施設分野

中野区

総合評価落札方式 都市基盤部道路分野

（設備工事）
27 道路附属物街路灯柱等修繕工事（工事第２９２１１号）
28 軽井沢少年自然の家給水設備改修その他工事

67,500,000 平成29年8月8日

平成30年2月28日 株式会社サンデンコー

山梨県笛吹
市

71,172,000 平成29年8月24日

平成30年1月10日 有限会社タナカ設備

71,172,000 平成29年5月9日

平成29年10月13日 株式会社明世建設

足立区

平成30年3月16日 日本無線株式会社 関東支社

中野区

一般競争入札

経営室施設分野

（その他工事）
29 平和の森公園再整備宿舎解体工事
30 同報系防災行政無線更新工事（第四期）

127,507,450 平成29年7月31日

31 旧中野神明小学校校舎・体育館等解体工事

215,514,000 平成30年3月28日 平成30年10月31日 株式会社共栄興業

32 第十中学校校舎等解体工事

249,782,400 平成30年3月28日

33 旧大和小学校校舎・体育館等解体工事

321,840,000 平成30年3月28日 平成30年11月30日 株式会社内山商事 東京支店

平成31年1月18日 株式会社前田産業 東京支店

総合評価落札方式 経営室施設分野
業者指定

経営室施設分野

大田区

総合評価落札方式 経営室施設分野

港区

総合評価落札方式 経営室施設分野

足立区

総合評価落札方式 経営室施設分野

中野区

総合評価落札方式 都市基盤部公園分野

中野区

総合評価落札方式 都市基盤部公園分野

中野区

総合評価落札方式 都市基盤部公園分野

（造園工事）
34 仮称本町二丁目公園整備工事第一期
35 仮称弥生町六丁目公園整備工事
36 平和の森公園再整備工事

大澤・やまて建設共同企業体 代表者 ㈱大澤
造園土木
飛鳥・創研・日本体育建設共同企業体 代表者
708,480,000 平成29年12月12日 平成31年8月30日
㈱飛鳥 東京支店
住友・飛鳥・大澤建設共同企業体 代表者 住
1,584,036,000 平成29年10月13日 平成31年7月31日
友林業緑化㈱ 環境緑化事業部
167,400,000 平成29年7月3日

平成30年3月19日

委託 ５７件
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
地域支えあい推進室地域活動推
進分野

1 中野区立キッズ・プラザ緑野運営業務委託

50,836,000 平成29年4月1日

平成30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

2 平成29年度障害者等歯科医療事業の委託契約

51,269,995 平成29年4月1日

平成30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

51,328,000 平成29年4月1日

平成30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

52,036,560 平成29年4月1日

平成30年3月31日 日本国民食株式会社

中央区

業者指定

教育委員会事務局学校教育分野

5 なかの区報編集及び印刷業務等委託（単価契約）

52,463,700 平成29年4月1日

平成30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

6 学校教育等業務システム導入業務委託

54,432,000 平成29年9月20日 平成30年11月30日 富士通株式会社 東京支社

港区

業者指定

子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

7 課税資料整理及びデータ入力等業務委託

55,508,437 平成29年6月30日

平成30年6月30日 ヒューマンタッチ株式会社

新宿区

業者指定

区民サービス管理部税務分野

8 中野区立小学校学校用務業務等委託（５校）

55,620,000 平成29年4月1日

平成30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

9 ペットボトル選別保管業務委託（単価契約）

杉並区

業者指定

環境部ごみゼロ推進分野

千代田区

業者指定

都市基盤部道路分野

3 中野区国民健康保険窓口業務等委託
4

中野区立小中学校給食調理業務委託（鷺宮小学校・美
鳩小学校）

57,780,000 平成29年4月1日

平成30年3月31日 栄和清運株式会社

生活道路拡幅整備に伴う管理区域図の作成及び登記
10
委託（単価契約）

58,231,429 平成29年4月1日

一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査
平成30年3月16日
士協会

11 新区役所建設支援アドバイザリー業務委託

58,860,000 平成29年6月16日 平成31年12月20日 明豊ファシリティワークス株式会社

2

千代田区

総合評価落札方式 経営室新区役所整備分野

順番

契約件名

契約額

契約日

工期／納期

相手方名称

東京都市計画道路事業区画街路中野区画街路第４号
12
線用地取得業務委託（単価契約）

59,661,173 平成29年10月19日 平成30年3月31日 一般財団法人公共用地補償機構

13 生活保護事務支援システム構築業務委託

65,581,270 平成29年9月11日

区立保育園調理及び用務業務委託【白鷺保育園、江原
14
保育園、沼袋保育園】
中野区立小中学校給食調理業務委託（谷戸小学校・啓
15
明小学校・北中野中学校）
中学校教育用タブレット機器類等及び無線ＬＡＮ環境の
16
保守委託（長期継続契約）

平成31年2月28日 株式会社アイネス 首都圏営業第二部

65,766,994 平成29年4月1日

平成30年3月31日 株式会社旺栄

67,126,320 平成29年4月1日

平成30年3月31日 東京ケータリング株式会社

67,947,336 平成29年10月10日 平成34年10月31日 富士電機ＩＴソリューション株式会社

相手方住所

契約方法

所管分野

文京区

業者指定

都市政策推進室西武新宿線沿線
まちづくり分野

千代田区

業者指定

健康福祉部生活援護分野

北区

業者指定

子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

千代田区

業者指定

教育委員会事務局学校教育分野

千代田区

指名競争入札

教育委員会事務局学校教育分野

千代田区

業者指定

区民サービス管理部情報システ
ム分野

17 次期住民情報システム構築監理業務委託

68,580,000 平成29年7月25日

平成30年3月31日 アビームコンサルティング株式会社

18 中野区立中学校学校用務業務等委託（６校）

69,366,000 平成29年4月1日

平成30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

19 庁舎保全業務委託（単価契約）

71,820,000 平成29年4月1日

平成30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

20 中野区保育室事業運営委託

72,446,400 平成29年4月1日

平成30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）

72,900,000 平成29年6月16日

平成31年1月15日 明豊ファシリティワークス株式会社

千代田区

22 マイナンバーカード交付等関連業務委託

73,531,800 平成29年4月1日

平成30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

23 高齢者居宅介護支援業務委託

74,250,000 平成29年4月1日

平成30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
地域支えあい推進室地域活動推
進分野

21

桃園小学校・向台小学校統合新校他２統合新校校舎等
整備基本・実施設計ＣＭ業務委託

総合評価落札方式 経営室施設分野

24 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29年4月1日

平成30年3月31日 葉隠勇進株式会社 東京本社

渋谷区

業者指定

25 中野区立小学校学校用務業務等委託（６校）

77,064,592 平成29年4月1日

平成30年3月31日 高橋工業株式会社 中野支店

中野区

業者指定

介護保険システムサーバー更改及び資格賦課収納機
26
能整備委託

81,982,800 平成29年5月15日

平成30年3月31日 みずほ情報総研株式会社

27 中野駅周辺まちづくり等業務委託

84,358,800 平成29年4月1日

平成29年度弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業
28
に関する業務委託（単価契約）
公園等清掃除草（その１－１）及び一般廃棄物処理委託
29
（単価契約）

区民サービス管理部戸籍住民分
野

教育委員会事務局学校教育分野
区民サービス管理部介護保険分
野
都市政策推進室中野駅周辺まち
づくり分野

千代田区

業者指定

平成30年3月20日 （独）都市再生機構 東日本都市再生本部

新宿区

業者指定

84,369,600 平成29年4月14日

平成30年3月23日 （独）都市再生機構 東日本都市再生本部

新宿区

業者指定

84,540,429 平成29年4月1日

平成30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

都市基盤部公園分野

渋谷区

業者指定

地域支えあい推進室地域活動推
進分野

港区

業者指定

教育委員会事務局学校教育分野

都市基盤部地域まちづくり分野

30 中野区立キッズ・プラザ塔山・武蔵台運営業務委託

87,388,466 平成29年4月1日

平成30年3月31日 葉隠勇進株式会社 東京本社

中野区立小中学校給食調理業務委託（向台小・みなみ
31
の小・第二中・中野中学校）

88,737,120 平成29年4月1日

平成30年3月31日 フジ産業株式会社

32 ペットボトル回収業務委託(単価契約)

90,340,466 平成29年4月1日

平成30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

33 戸籍住民窓口及び入出力等業務の一部委託

90,439,519 平成29年4月1日

平成30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

34 中野区立小中学校給食栄養業務委託

92,426,400 平成29年4月1日

平成30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

92,545,819 平成29年4月1日

ＴＡＣ・プロスペック共同事業体 代表企業 ㈱
平成30年3月31日
東京アスレティッククラブ

中野区

業者指定

健康福祉部文化・スポーツ分野
子ども教育部子ども家庭支援セン
ター（子）

35 中野区スポーツ・コミュニティプラザ管理運営業務委託
36 中野区子ども総合相談窓口及び関連業務委託

100,004,760 平成29年4月1日

平成30年3月31日 株式会社パソナ

千代田区

業者指定

中野区立小中学校給食調理業務委託（新井小・第四
37
中・第七中・緑野中・南中野中学校）

106,213,680 平成29年4月1日

平成30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

38 区立小中学校 学校施設管理等業務委託（単価契約）

106,370,280 平成29年4月1日

平成30年3月31日 株式会社テービーケイ 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）

39 おむつサービス業務委託（単価契約）

111,526,528 平成29年4月1日

平成30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

3

順番

契約件名

40 自転車駐車場等運営業務委託
桃園小学校・向台小学校統合新校校舎等整備基本設
41
計・実施設計業務委託
みなみの小学校新校舎等整備基本設計・実施設計業
42
務委託
東京都市計画道路事業区画街路中野区画街路第３号
43
線用地取得業務委託（単価契約）
44 中野区立キッズ・プラザ新山・桃花・白桜運営業務委託
45

美鳩小学校新校舎等整備基本設計・実施設計業務委
託
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
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）
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）

契約額

契約日

120,837,234 平成29年4月1日

工期／納期

相手方名称

平成30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

都市基盤部道路分野

総合評価落札方式 経営室施設分野

122,167,000 平成29年7月11日 平成30年12月10日 株式会社ＩＮＡ新建築研究所

文京区

総合評価落札方式 経営室施設分野

124,896,333 平成29年6月6日

平成30年3月31日 一般財団法人公共用地補償機構

文京区

業者指定

137,164,773 平成29年4月1日

平成30年3月31日 ライフサポート株式会社

新宿区

業者指定

138,285,000 平成29年7月10日 平成30年12月10日 ＡＩＳ総合設計株式会社 東京事務所

150,054,589 平成29年4月1日

平成30年3月31日 株式会社トベ商事

158,841,000 平成29年4月1日

平成30年3月31日 メリックス株式会社

49 ＰＣＢ廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託

166,287,633 平成29年4月10日

中間貯蔵・環境安全事業㈱ 北海道ＰＣＢ処理
平成30年3月20日
事業所

中野区立中野本郷・桃園第二・新井・平和の森・西中
50
野・若宮学童クラブ運営業務委託

199,320,000 平成29年4月1日

51 粗大ごみ収集及び中継業務委託

48

所管分野

中央区

平成30年3月31日 ライフサポート株式会社

47

契約方法

122,141,000 平成29年7月10日 平成30年12月10日 株式会社山下設計

139,558,942 平成29年4月1日

46

相手方住所

港区

都市政策推進室西武新宿線沿線
まちづくり分野
地域支えあい推進室地域活動推
進分野

総合評価落札方式 経営室施設分野

新宿区

業者指定

北区

業者指定

地域支えあい推進室地域活動推
進分野
環境部ごみゼロ推進分野清掃事
務所

千代田区

業者指定

教育委員会事務局学校教育分野

北海道室蘭
市

業者指定

経営室施設分野

平成30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

204,168,062 平成29年4月1日

平成30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

52 プラスチック製容器包装の回収業務委託

226,508,724 平成29年4月1日

平成30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

高齢・障害福祉業務管理システム及び子育て相談支援
53
システム構築業務委託

230,111,280 平成29年7月7日

平成30年12月31日 富士通株式会社 東京支社

港区

業者指定

54 中野区新庁舎整備基本設計等業務委託

245,700,000 平成30年2月19日

平成31年3月28日 株式会社日本設計

新宿区

業者指定

経営室新区役所整備分野

港区

業者指定

区民サービス管理部情報システ
ム分野

中野区

55 内部事務管理システム構築業務委託

272,820,960 平成30年1月22日

平成31年3月31日 富士通株式会社 東京支社

56 びん・缶分別回収等業務委託（単価契約）

310,937,285 平成29年4月1日

平成30年3月31日 中野区リサイクル協同組合

756,097,200 平成29年8月9日

株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・
平成32年3月31日
サービス

57 次期住民情報システム構築業務委託

地域支えあい推進室地域活動推
進分野
環境部ごみゼロ推進分野清掃事
務所
環境部ごみゼロ推進分野清掃事
務所
健康福祉部福祉推進分野

業者指定

環境部ごみゼロ推進分野

熊本県熊本
市

業者指定

区民サービス管理部情報システ
ム分野

相手方住所

契約方法

所管分野

港区

指名競争入札

教育委員会事務局学校教育分野

千代田区

指名競争入札

賃貸借 １２件
順番

契約件名

区立小学校教育用パーソナルコンピュータ機器類の賃
1
貸借（１０校）（長期継続契約）
区立中学校教育用タブレット及び電子黒板機器類の賃
2
貸借（長期継続契約）

契約額

契約日

工期／納期

相手方名称

143,091,360 平成29年12月18日 平成35年1月31日 日立キャピタル株式会社
149,739,840 平成29年9月12日 平成34年10月31日 日本教育情報機器株式会社

3 （仮称）野方３丁目保育室の園舎等の賃貸借

230,040,000 平成29年9月28日

4 （仮称）上高田５丁目保育室の園舎等の賃貸借

平成32年3月31日 大和リース株式会社 東京本店

千代田区

業者指定

239,082,840 平成29年10月20日 平成32年3月31日 株式会社サンエイ 東京営業所

新宿区

業者指定

5 （仮称）沼袋１丁目保育室の園舎等の賃貸借

239,760,000 平成29年10月10日 平成32年3月31日 株式会社オービス 東京営業所

千代田区

業者指定

6 大和保育園等の仮園舎等の賃貸借

248,054,400 平成29年7月5日

平成33年3月31日 株式会社オービス 東京営業所

千代田区

指名競争入札

7 西鷺宮保育園の仮園舎等の賃貸借

257,256,000 平成29年12月25日 平成31年8月31日 大和リース株式会社 東京本店

千代田区

指名競争入札

4

教育委員会事務局学校教育分野
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

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
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

8 （仮称）江原町１丁目保育室の園舎等の賃貸借

261,792,000 平成29年9月28日

平成32年3月31日 大和リース株式会社 東京本店

千代田区

業者指定

9 （仮称）江古田１丁目保育室の園舎等の賃貸借

289,202,400 平成29年9月28日

平成32年3月31日 大和リース株式会社 東京本店

千代田区

業者指定

10 （仮称）新井２丁目保育室の園舎等の賃貸借

291,600,000 平成29年9月28日

平成32年3月31日 大和リース株式会社 東京本店

千代田区

業者指定

11 宮園保育園等の仮園舎等の賃貸借

294,840,000 平成29年7月5日

平成32年3月31日 株式会社サンエイ 東京営業所

新宿区

指名競争入札

12 南台保育園等の仮園舎等の賃貸借

360,288,000 平成29年6月30日

平成32年3月31日 大和リース株式会社 東京本店

千代田区

指名競争入札

相手方住所

契約方法

所管分野

物品購入 １２件
順番

契約件名

契約日

工期／納期

相手方名称

10,058,958 平成29年12月4日

平成30年3月16日 有限会社足立屋洋品店

中野区

一般競争入札

教育委員会事務局子ども教育経
営分野（教）

2 平成２９年度学校給食室厨房機器の購入

10,076,400 平成29年6月26日

平成29年8月24日 北沢産業株式会社

渋谷区

業者指定

教育委員会事務局学校教育分野

3 職員用災害対策用被服等の購入

10,745,751 平成29年8月9日

平成30年1月31日 有限会社井上ユニフォーム

練馬区

指名競争入札

都市基盤部防災分野
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）

1

中野区立中野東中学校生徒用標準服の購入（単価契
約）

契約額

4 東中野区民活動センター新築に伴う什器類の購入

11,139,120 平成30年2月1日

平成30年4月20日 有限会社中川商会

中野区

一般競争入札

5 災害対策用備蓄物資(食料品、保存水)の購入

12,419,352 平成29年4月19日

平成29年7月10日 社会福祉法人東京コロニー 東京コロニー

葛飾区

一般競争入札

都市基盤部防災分野

6 保育園給食用牛乳等の購入（単価契約）

13,291,020 平成29年4月1日

平成30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）

7 衆院選・国民審査に伴う投開票事務用機器の購入

13,392,000 平成29年10月6日 平成29年10月20日 株式会社ムサシ 東京第一支店

中央区

業者指定

選挙管理委員会事務局

8 都議選に伴う投票用紙自動交付機の購入

15,606,000 平成29年4月19日

中央区

業者指定

選挙管理委員会事務局
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）

9 育児パッケージの購入及び配送委託（単価契約）
10 生活保護世帯に支給する入浴券の購入（単価契約）

平成29年6月16日 株式会社ムサシ 東京第一支店

23,606,400 平成29年4月1日

平成30年3月31日 ㈱トイカード

台東区

業者指定

23,746,800 平成29年6月9日

東京都公衆浴場業生活衛生同業組合 中野支
平成30年3月31日
部

中野区

業者指定

健康福祉部生活援護分野

港区

業者指定

区民サービス管理部情報システ
ム分野

渋谷区

一般競争入札

11 内部事務管理システムパッケージソフトの購入

42,893,539 平成30年3月28日

平成30年3月30日 富士通株式会社 東京支社

12 起震車購入

45,539,000 平成29年6月15日

平成29年11月9日 桜ホース株式会社

5

都市基盤部防災分野

