
 

 

令和元年（2019 年）7月 3 日 

総 務 委 員 会 資 料 

総 務 部 用 地 経 理 課 

 

 

平成３０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３０年４月１日から平成３１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 ４７ 

委 託 ６４ 

賃貸借  ５ 

物品購入 １１ 



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

1 上高田四丁目道路擁壁修繕工事（工事第30212号） 60,912,000 平成30年8月17日 平成31年3月22日 株式会社　飛鳥　取締役東京支店長　箕輪　隆 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部道路分野

2 河川管理施設修繕工事（工事第３０２１５号） 75,600,000 平成30年10月29日 平成31年3月26日 株式会社　飛鳥　取締役東京支店長　箕輪　隆 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部道路分野

3 雨水浸透貯留施設整備工事 96,120,000 平成30年8月31日 平成31年2月8日 日本施工　株式会社　代表取締役　國島　貞藏 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部道路分野

4 橋梁長寿命化修繕工事 116,100,000 平成30年8月31日 平成31年3月18日 株式会社　会川組　代表取締役　会川　文昭 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部道路分野

5
道路補修及びバリアフリー道路改良整備工事(工事第３
０２０７号)

139,320,000 平成30年6月19日 平成31年3月15日 株式会社　会川組　代表取締役　会川　文昭 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（工事第30205号） 158,760,000 平成30年5月18日 平成31年2月26日
飛鳥・北村建設共同企業体　代表者　㈱飛鳥
東京支店　取締役東京支店長　箕輪　隆

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(工事第30206号) 167,346,000 平成30年5月18日 平成31年2月26日
新栄・宏稜建設共同企業体　代表者　新栄興業
㈱　代表取締役　田中　剛太郎

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（工事第３０２０４号） 168,480,000 平成30年5月18日 平成31年2月12日
新日本・さかえ建設共同企業体　代表者　新日
本建設㈱　代表取締役　佐野　友隆

中野区 総合評価落札方式 都市基盤部道路分野

9
桃園第二小学校他２校体育館非構造部材耐震対策等
改修その他工事

52,920,000 平成30年6月7日 平成30年9月14日
株式会社　堀野工務店　代表取締役　鶴町　賢
一郎

中野区
希望制指名競争入

札
経営室施設分野

10 塔山小学校総合防水改修その他工事（第二期） 62,642,100 平成30年6月7日 平成30年10月5日 依田建設　株式会社　代表取締役　依田　哲生 中野区
希望制指名競争入

札
経営室施設分野

11 北原小学校トイレ改修その他工事 65,352,900 平成30年6月14日 平成30年10月4日 不破工業　株式会社　代表取締役　富田　純 中野区
希望制指名競争入

札
経営室施設分野

12 第八中学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事 71,280,000 平成30年6月28日 平成30年11月16日 不破工業　株式会社　代表取締役　富田　純 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

13 第七中学校トイレ改修その他工事 71,820,000 平成30年6月27日 平成30年10月12日 株式会社　若月工務店　代表取締役　若月慎司 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

14 平和の森小学校給食室改修その他工事 72,588,900 平成30年6月20日 平成30年10月1日 稲葉建設　株式会社　代表取締役　垰　康美 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

15 東京都指定名勝哲学堂公園宇宙館・哲理門修復工事 74,088,000 平成30年7月31日 平成31年3月15日 株式会社　金剛組　本店長　多田　俊彦 中央区 総合評価落札方式 都市基盤部公園分野

16 江古田小学校トイレ洋式化その他工事 79,027,920 平成30年6月11日 平成30年9月28日 新栄建設　株式会社　代表取締役　伊藤　誠一 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

17 社会福祉会館トイレ洋式化その他工事 96,876,000 平成30年10月17日 平成31年3月15日 株式会社　栄建社　代表取締役　金子　茂一 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

18 啓明小学校総合防水改修その他工事 100,980,000 平成30年6月25日 平成30年9月28日 株式会社　大日建設　代表取締役　窪寺　弘昭 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

19 鷺宮体育館プール特定天井落下対策その他工事 101,520,000 平成30年11月5日 平成31年3月15日
武蔵野建設産業　株式会社　代表取締役　新井
建喜

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

20 桃園区民活動センター内装・トイレ改修その他工事 107,730,000 平成30年10月15日 平成31年2月15日 綜和建設　株式会社　代表取締役　古村　正和 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

21 第七中学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事 108,615,600 平成30年6月28日 平成30年11月30日
トータル建設　株式会社　代表取締役　濱口
雅治

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

22 中野清掃事務所車庫解体工事（工事第401号） 109,296,000 平成30年7月4日 平成30年11月22日 協永建設　株式会社　代表取締役　清水　和美 中野区 総合評価落札方式
都市政策推進室中野駅周辺まち
づくり分野

23 江古田区民活動センター内装・トイレ改修その他工事 111,132,000 平成30年10月11日 平成31年2月15日 進藤建設　株式会社　代表取締役　進藤　宣良 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

24 第四中学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事 114,804,000 平成30年6月25日 平成30年11月26日 藤建設　株式会社　代表取締役　藤井　慶 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

25 キッズ・プラザ江原整備工事 116,100,000 平成30年6月20日 平成30年10月12日
株式会社　小河原建設　代表取締役　小河原
敬彦

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

26
特別養護老人ホーム小淀ホーム総合防水改修その他
工事

118,800,000 平成30年10月17日 平成31年3月15日
トータル建設　株式会社　代表取締役　濱口
雅治

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

工事請負　４７件

（土木工事）

（建築工事）
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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

27 上高田小学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事 149,040,000 平成30年8月27日 平成31年1月31日 進藤建設　株式会社　代表取締役　進藤　宣良 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

28 向台小学校再編に伴う施設整備工事（第二期） 170,100,000 平成30年6月11日 平成30年10月12日 進藤建設　株式会社　代表取締役　進藤　宣良 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

29 上高田小学校再編に伴う施設整備工事（第一期） 172,962,000 平成30年5月17日 平成30年10月10日 綜和建設　株式会社　代表取締役　古村　正和 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

30 仮称弥生町六丁目公園体験学習センター新築工事 194,184,000 平成30年7月13日 令和元年5月31日 薩摩建設　株式会社　代表取締役　有馬　亮介 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部公園分野

31 江原小学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事 251,748,000 平成30年7月13日 平成31年1月31日
株式会社　小河原建設　代表取締役　小河原
敬彦

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

32 鷺宮体育館アリーナ天井改修その他工事 356,422,600 平成30年7月13日 平成31年3月15日
武蔵野・若月建設共同企業体　代表者　武蔵野
建設産業㈱　代表取締役　新井　建喜

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

33 平和の森小学校増築工事 363,054,800 平成30年12月14日 令和2年2月28日
明成・薩摩建設共同企業体　代表者　明成建設
工業株式会社　代表取締役　西村　剛敏

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

34 みなみの小学校校舎新築工事 2,988,276,100 平成31年2月20日 令和2年10月30日
明成・小河原・薩摩建設共同企業体　代表者　明成
建設工業株式会社　代表取締役　西村　剛敏

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

35 美鳩小学校校舎新築工事 3,373,165,500 平成31年2月20日 令和2年10月30日
協永・稲葉・武蔵野建設共同企業体　代表者
協永建設㈱　代表取締役　清水　和美

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

36 中野第一小学校校舎新築その他工事 3,922,259,700 平成31年2月20日 令和2年6月30日
協永・米持・進藤建設共同企業体　代表者　協
永建設㈱　代表取締役　清水　和美

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

37 中野東中学校等複合施設新築工事 6,644,013,000 平成30年12月14日 令和3年2月26日
ナカノフドー・協永・進藤建設共同企業体　代表者
㈱ナカノフドー建設　代表取締役社長　竹谷　紀之

千代田区 総合評価落札方式 経営室施設分野

38 道路附属物街路灯柱等修繕工事（工事第３０２１０号） 86,184,000 平成30年7月30日 平成31年3月6日
株式会社　サンデンコー　代表取締役　朝倉
重春

中野区 総合評価落札方式 都市基盤部道路分野

39
特別養護老人ホームしらさぎホーム空調用熱源機改修
工事

90,072,000 平成30年7月5日 平成30年12月10日 株式会社　渡設備　代表取締役　渡邉　倫弘 中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

40
中野東中学校等複合施設新築に伴う給排水衛生設備
工事

530,264,880 平成31年3月15日 令和3年2月26日 日本装芸　株式会社　代表取締役　石蔵　陽一 大田区 総合評価落札方式 経営室施設分野

41 中野東中学校等複合施設新築に伴う電気設備工事 782,673,860 平成31年3月15日 令和3年2月26日
丸電・サンエツ・小池建設共同企業体　代表者
株式会社丸電　東京営業所　所長　新宅　敏彦

練馬区 総合評価落札方式 経営室施設分野

42
中野東中学校等複合施設新築に伴う空気調和設備工
事

1,166,400,000 平成31年3月15日 令和3年2月26日
さかえ・富士熱学・渡邊建設共同企業体　代表者　さ
かえ設備株式会社　代表取締役　柿内　利宏

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

43 旧南部すこやか福祉センター解体工事 124,200,000 平成31年1月25日 令和元年11月29日 株式会社　明幸　代表取締役　滝沢　継明 足立区 総合評価落札方式 経営室施設分野

44 同報系防災行政無線更新工事（第五期） 148,038,100 平成30年7月2日 平成31年3月15日
日本無線株式会社　関東支社　支社長　鈴木
工

三鷹市 業者指定 経営室施設分野

45 中野上高田運動施設野球場改修工事 213,840,000 平成30年7月13日 平成31年3月15日 日本体育施設　株式会社　支店長　田倉　嘉之 中野区 総合評価落札方式 都市基盤部公園分野

46 (仮称)弥生町三丁目公園整備工事 70,740,000 平成30年9月4日 平成31年2月8日
株式会社　大澤造園土木　代表取締役　大澤
義美

中野区 総合評価落札方式 都市基盤部公園分野

47 仮称本町二丁目公園整備工事第二期 122,040,000 平成30年5月14日 平成30年9月28日
株式会社　大澤造園土木　代表取締役　大澤
義美

中野区 総合評価落札方式 都市基盤部公園分野

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 契約方法 所管分野

1 平成30年度障害者等歯科医療事業の委託契約 51,485,258 平成30年4月1日 平成31年3月31日
（社）東京都中野区歯科医師会　会長　山内　幸
司

中野区 業者指定 健康福祉部障害福祉分野

2 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30年4月1日 平成31年3月31日 株式会社ドゥ・アーバン　代表取締役　西田　実 目黒区 業者指定 政策室広報分野

委託　６４件

（設備工事）

（その他工事）

（造園工事）
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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

3 子育て相談支援システム（２次）構築業務委託 52,876,800 平成30年4月1日 平成31年3月31日
シャープマーケティングジャパン株式会社　ビジネス
ソリューション担当　常務取締役　山崎　公人

港区 業者指定
子ども教育部子ども家庭支援セン
ター（子）

4 中野区国民健康保険窓口業務等委託 54,955,000 平成30年4月1日 平成31年3月31日
株式会社ベルシステム２４　代表取締役　柘植
一郎

中央区 業者指定
区民サービス管理部保険医療分
野

5 課税資料整理及びデータ入力等業務委託 55,508,437 平成30年6月14日 令和元年6月30日
ヒューマンリソシア株式会社　代表取締役　御旅
屋　貢

新宿区 業者指定 区民サービス管理部税務分野

6 中野区立キッズ・プラザ緑野運営業務委託 56,432,060 平成30年4月1日 平成31年3月31日
ライクアカデミー株式会社　代表取締役　佐々
木　雄一

品川区 業者指定
地域支えあい推進室地域活動推
進分野

7 中野区立桃園小学校他計５校学校用務業務等委託 58,860,000 平成30年4月1日 平成31年3月31日
ヤオキン商事株式会社　代表取締役　伊藤　治
光

足立区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

8 マイナンバーカード交付等関連業務委託 59,913,000 平成30年4月1日 平成31年3月31日
りらいあコミュニケーションズ株式会社　代表取
締役社長　網野　孝

渋谷区 業者指定
区民サービス管理部戸籍住民分
野

9 ペットボトル選別保管業務委託（単価契約） 62,185,320 平成30年4月1日 平成31年3月31日 栄和清運株式会社　代表取締役　花形　匡晃 杉並区 業者指定 環境部ごみゼロ推進分野

10 新たな窓口サービス等導入に向けた検討支援業務委託 64,800,000 平成30年4月25日 令和2年3月31日
アビームコンサルティング株式会社　代表取締
役社長　岩澤　俊典

千代田区 業者指定 経営室新区役所整備分野

11 中野区立第五中学校他計５校学校用務業務等委託 65,736,900 平成30年4月1日 平成31年3月31日
ヤオキン商事株式会社　代表取締役　伊藤　治
光

足立区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

12
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】

65,766,994 平成30年4月1日 平成31年3月31日 株式会社旺栄　代表取締役　永野　博俊 北区 業者指定
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

13 子ども子育て支援システム構築業務委託 66,599,269 平成31年3月4日 令和2年7月31日
富士通株式会社　東京支社　東京支社長　遠藤
光憲

港区 業者指定
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

14
中野区立小中学校給食調理業務委託（桃園小学校・中
野本郷小学校・第五中学校）

67,108,160 平成30年4月1日 平成31年3月31日 株式会社明日葉　代表取締役　大隈　太嘉志 港区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

15
東京都市計画道路中野区画街路第４号線用地取得業
務委託（単価契約）

68,568,452 平成30年4月1日 平成31年3月31日
一般財団法人公共用地補償機構　理事長　土
屋　彰男

文京区 業者指定 経営室用地分野

16 庁舎保全業務委託（単価契約） 72,360,000 平成30年4月1日 平成31年3月31日 エクレ株式会社　代表取締役　濱田　菊子 中野区 指名競争入札 経営室施設分野

17 中野区立塔山小学校他計６校学校用務業務等委託 73,216,500 平成30年4月1日 平成31年3月31日 株式会社ジェイレック　代表取締役　加藤　裕之 練馬区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

18
中野区立小中学校給食調理業務委託（桃園第二小学
校・桃花小学校・南台小学校）

73,428,900 平成30年4月1日 平成31年3月31日 協立給食株式会社　代表取締役社長　高村　充 渋谷区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

19
みなみの小学校校舎新築工事に伴う工事監理等業務
委託

74,163,600 平成31年3月25日 令和2年11月12日
株式会社　ＩＮＡ新建築研究所　代表取締役社
長　加藤　朋行

文京区 業者指定 経営室施設分野

20 高齢者居宅介護支援業務委託 74,250,000 平成30年4月1日 平成31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
理事長　山崎　郁夫

新宿区 業者指定 健康福祉部生活援護分野

21 美鳩小学校校舎新築工事に伴う工事監理等業務委託 74,844,000 平成31年3月25日 令和2年11月12日 ＡＩＳ総合設計　株式会社　所長　渡邊　哲生 港区 業者指定 経営室施設分野

22 中野駅周辺まちづくり等業務委託 76,561,200 平成30年4月1日 平成31年3月20日
（独）都市再生機構　東日本都市再生本部　本
部長　田中　伸和

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

23
中野第一小学校校舎新築その他工事に伴う工事監理
等業務委託

78,300,000 平成31年3月25日 令和3年7月13日
株式会社　山下設計　代表取締役社長　藤田
秀夫

中央区 業者指定 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 78,348,600 平成30年4月1日 平成31年3月31日 株式会社明日葉　代表取締役　大隈　太嘉志 港区 業者指定
地域支えあい推進室地域活動推
進分野

25
平成30年度弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業
に関する業務委託（単価契約）

78,656,400 平成30年4月6日 平成31年3月22日
（独）都市再生機構　東日本都市再生本部　本
部長　田中　伸和

新宿区 業者指定 都市基盤部地域まちづくり分野

26 中野区立上高田・新井学童クラブ運営業務委託 78,806,320 平成30年4月1日 平成31年3月31日
株式会社パソナフォスター　代表取締役　長畑
久美子

千代田区 業者指定
地域支えあい推進室地域活動推
進分野

27 中野区本庁舎清掃業務委託（長期継続契約） 79,704,000 平成30年6月22日 令和3年6月30日
株式会社クリーン工房　新宿支店　支店長　柳
沼　靖

新宿区 総合評価落札方式 経営室施設分野

28
中野区立小中学校給食調理業務委託（鷺宮小・啓明
小・第八中・北中野中学校）

83,000,640 平成30年4月1日 平成31年3月31日
東京ケータリング株式会社　代表取締役　吉田
和民

千代田区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

29
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）

86,553,704 平成30年4月1日 平成31年3月31日
東京サニテイション株式会社　代表取締役　渡
邊　康博

中野区 指名競争入札 都市基盤部公園分野

30 統合仮想サーバクラウドサービスの提供 87,767,496 平成30年4月1日 平成31年3月31日
日本電子計算株式会社　取締役上席執行役員
公共事業部長　河和　茂

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

31 戸籍住民窓口及び入出力等業務の一部委託 90,439,519 平成30年4月1日 平成31年3月31日
パーソルテンプスタッフ株式会社　東日本OS事
業本部　本部長　笠松　健太郎

港区 業者指定
区民サービス管理部戸籍住民分
野



4
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32 ペットボトル回収業務委託(単価契約) 90,570,884 平成30年4月1日 平成31年3月31日
東京都環境衛生事業協同組合　中野区支部
支部長　佐々木　和幸

中野区 業者指定 環境部ごみゼロ推進分野

33 中野区立小中学校給食栄養業務委託 92,426,400 平成30年4月1日 平成31年3月31日
株式会社ユーエスキュア　代表取締役社長　臼
杵　孝一

世田谷区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

34 中野区打越保育園運営業務委託 93,788,600 平成30年4月1日 平成31年1月31日 （福）青柳保育会　理事長　奥冨 喜康
埼玉県狭山

市
業者指定

子ども教育部幼児施設整備分野
（子）

35 中野区立キッズ・プラザ塔山・武蔵台運営業務委託 96,660,587 平成30年4月1日 平成31年3月31日 株式会社明日葉　代表取締役　大隈　太嘉志 港区 業者指定
地域支えあい推進室地域活動推
進分野

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30年4月1日 平成31年3月31日
株式会社パソナ　常務執行役員　人材派遣・Ｂ
ＰＯ事業本部　出町　奈央子

千代田区 業者指定
子ども教育部子ども家庭支援セン
ター（子）

37
東京都市計画道路中野区画街路第３号線用地取得業
務委託（単価契約）

104,591,029 平成30年4月1日 平成31年3月31日
一般財団法人公共用地補償機構　理事長　土
屋　彰男

文京区 業者指定 経営室用地分野

38
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）

108,338,580 平成30年4月1日 平成31年3月31日 株式会社レクトン　代表取締役　岩見　竜作 中央区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

39 おむつサービス業務委託（単価契約） 108,747,884 平成30年4月1日 平成31年3月31日
株式会社成玉舎　東京営業所　所長　井出　貴
生

稲城市 随意契約 健康福祉部福祉推進分野

40 中野区保育室事業委託（沼袋３丁目保育室） 111,134,160 平成30年4月1日 平成31年3月31日
ライクアカデミー株式会社　代表取締役　佐々
木　雄一

品川区 業者指定
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

41
中野区立小中学校給食調理業務委託（谷戸小・向台
小・みなみの小・第二中・中野中）

115,688,160 平成30年4月1日 平成31年3月31日 フジ産業株式会社　代表取締役　久田　和紀 港区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

42 自転車駐車場等運営業務委託 115,897,380 平成30年4月1日 平成31年3月31日
（社）中野区シルバー人材センター　会長　小野
光

中野区 業者指定 都市基盤部道路分野

43
上高田小学校・新井小学校統合新校校舎等整備基本
設計・実施設計業務委託

119,549,000 平成30年5月28日 令和元年12月13日 ＡＩＳ総合設計　株式会社　所長　渡邊　哲生 港区 総合評価落札方式 経営室施設分野

44 中野区保育室事業委託 123,845,400 平成30年4月1日 平成31年3月31日 ㈱かえで　代表取締役　小林　尚司
千葉県千葉

市
業者指定

子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

45
中野東中学校等複合施設新築工事に伴う工事監理等
業務委託

127,440,000 平成31年1月16日 令和3年3月11日
株式会社　安井建築設計事務所　常務執行役
員東京事務所長　村松　弘治

千代田区 業者指定 経営室施設分野

46 中野区保育室事業委託（沼袋１丁目保育室） 129,600,000 平成30年4月1日 平成31年3月31日
㈱キッズフォレアカデミー　代表取締役　松原
慶子

神奈川県横
浜市

業者指定
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

47 中野区保育室事業委託（江原町１丁目保育室） 129,999,600 平成30年4月1日 平成31年3月31日 ㈱東昇商事　代表取締役　辻本　茉莉絵 品川区 業者指定
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

48 中野区保育室事業委託（江古田１丁目保育室） 130,000,000 平成30年4月1日 平成31年3月31日 ㈱ハッピーナース　代表取締役　岡崎　玲子 千葉県柏市 業者指定
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

49 区立小中学校　学校施設管理等業務委託（単価契約） 131,837,025 平成30年4月1日 平成31年3月31日 シティビルメン協同組合　代表理事　大村　清保 中野区 指名競争入札
教育委員会事務局子ども教育施
設分野（教）

50
中野区立小中学校給食調理業務委託（江原・武蔵台・
西中野・白桜・平和の森小学校）

133,073,280 平成30年4月1日 平成31年3月31日 メリックス株式会社　代表取締役　大高　絵梨 千代田区 業者指定 教育委員会事務局学校教育分野

51 中野区保育室事業委託（上高田５丁目保育室） 135,385,999 平成30年4月1日 平成31年3月31日 ㈱みんなの保育園　代表取締役　中田　幸一郎 板橋区 業者指定
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

52 中野区保育室事業委託（新井２丁目保育室） 139,199,040 平成30年4月1日 平成31年3月31日
㈱キッズフォレアカデミー　代表取締役　松原
慶子

神奈川県横
浜市

業者指定
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

53
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

140,760,142 平成30年4月1日 平成31年3月31日
ライフサポート株式会社　代表取締役　西崎　修
治

渋谷区 業者指定
地域支えあい推進室地域活動推
進分野

54 本庁舎警備業務委託（長期継続契約） 147,277,440 平成30年6月22日 令和3年6月30日
株式会社武翔総合管理　中野支店　支店長　鈴
木　慶一郎

中野区 総合評価落札方式 経営室施設分野

55
中野区立中野本郷・桃園第二・平和の森・西中野・若宮
学童クラブ運営業務委託

147,507,200 平成30年4月1日 平成31年3月31日
ライクアカデミー株式会社　代表取締役　佐々
木　雄一

品川区 業者指定
地域支えあい推進室地域活動推
進分野

56
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）

148,984,855 平成30年4月1日 平成31年3月31日 株式会社トベ商事　代表取締役　戸部　昇 北区 業者指定
環境部ごみゼロ推進分野清掃事
務所

57 中野区大和保育園運営業務委託 157,538,200 平成30年4月1日 平成31年3月31日 ㈱田中ナースリー　代表取締役　田中　比登美 中野区 業者指定
子ども教育部幼児施設整備分野
（子）

58 中野区立キッズ・プラザ新山・桃花・白桜運営業務委託 160,032,955 平成30年4月1日 平成31年3月31日
ライフサポート株式会社　代表取締役　西崎　修
治

渋谷区 業者指定
地域支えあい推進室地域活動推
進分野

59 中野区南台保育園運営業務委託 162,887,900 平成30年4月1日 平成31年3月31日 （福）ユーカリ福祉会　理事長　高橋　剛弘 中野区 業者指定
子ども教育部幼児施設整備分野
（子）

60 次期住民情報システム構築監理業務委託 171,352,800 平成30年4月1日 令和2年3月31日
アビームコンサルティング株式会社　代表取締
役社長　岩澤　俊典

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
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61 中野区西鷺宮保育園運営業務委託 182,565,700 平成30年4月1日 平成31年3月31日 （福）清心福祉会　理事長　青木　訓行 八王子市 業者指定
子ども教育部幼児施設整備分野
（子）

62 粗大ごみ収集及び中継業務委託 203,000,236 平成30年4月1日 平成31年3月31日
東京都環境衛生事業協同組合　中野区支部
支部長　佐々木　和幸

中野区 業者指定
環境部ごみゼロ推進分野清掃事
務所

63 プラスチック製容器包装の回収業務委託 225,330,163 平成30年4月1日 平成31年3月31日
東京都環境衛生事業協同組合　中野区支部
支部長　佐々木　和幸

中野区 業者指定
環境部ごみゼロ推進分野清掃事
務所

64 びん・缶分別回収等業務委託（単価契約） 314,486,638 平成30年4月1日 平成31年3月31日
中野区リサイクル協同組合　代表理事　北田
武夫

中野区 業者指定 環境部ごみゼロ推進分野

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 契約方法 所管分野

1
生活保護システム機器（及びソフトウェア）の賃貸借（長
期継続契約）

58,818,960 平成30年6月26日 令和5年9月30ｉ日 日立キャピタル株式会社　執行役　安栄　香純 港区 指名競争入札 健康福祉部生活援護分野

2 上高田小学校仮設校舎等の賃貸借 105,840,000 平成30年11月8日 令和4年3月31日
大和リース株式会社　東京本店　本店長　森川
年人

千代田区 指名競争入札
教育委員会事務局子ども教育施
設分野（教）

3 高齢・障害福祉業務管理システムパッケージ賃貸借 111,883,680 平成30年4月1日 令和5年3月31日
富士通リース株式会社　東京第一営業部長　畑
松彦

千代田区 指名競争入札 健康福祉部福祉推進分野

4
区立小学校電子黒板等機器類の賃貸借（長期継続契
約）

137,693,520 平成30年6月15日 令和5年8月31日
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式
会社　代表取締役　神代　顕彰

港区 指名競争入札 教育委員会事務局学校教育分野

5
住民情報システム機器及びソフトウェアの賃貸借（長期
継続契約）

252,966,240 平成30年6月26日 令和5年10月31日
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　官公社会シ
ステム営業本部　本社営業部長　中根　稔

港区 指名競争入札
区民サービス管理部情報システ
ム分野

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 契約方法 所管分野

1 災害対策用備蓄物資(職員用)の購入 10,330,200 平成30年5月10日 平成30年7月30日
社会福祉法人東京コロニー　東京コロニー　理
事　鬼頭　克介

葛飾区 一般競争入札 都市基盤部防災分野

2
要支援者情報台帳システムに係るハードウェア機器の
購入

10,638,000 平成30年10月18日 平成31年1月31日
株式会社エンターオン　首都圏営業本部　取締
役副社長　池田　富三

千代田区 一般競争入札
地域支えあい推進室地域活動推
進分野

3
災害対策用備蓄物資(食料品、保存水、哺乳瓶、薬品
等)の購入

11,485,722 平成30年11月28日 平成31年2月22日
星野総合商事株式会社　東京営業所　所長　中
江　厚浩

足立区 一般競争入札 都市基盤部防災分野

4 保育園給食用牛乳等の購入（単価契約） 11,550,060 平成30年4月1日 平成31年3月31日
東京都牛乳商業組合　中野支部　支部長　米澤
利治

中野区 業者指定
子ども教育部保育園・幼稚園分野
（子）

5
災害対策用備蓄物資(アルファ化米、粉乳、哺乳瓶、炊
飯袋)の購入

12,941,532 平成30年4月19日 平成30年7月10日
社会福祉法人東京コロニー　東京コロニー　理
事　鬼頭　克介

葛飾区 一般競争入札 都市基盤部防災分野

6 学校給食用食器の購入 14,828,853 平成30年5月18日 平成31年1月7日 株式会社梅屋　杉並支店　支店長　中込　崇 杉並区 一般競争入札 教育委員会事務局学校教育分野

7 清掃車の購入 19,136,900 平成30年4月26日 平成30年12月14日 東輝自動車株式会社　代表取締役　田口　勝久 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

8 グループウェアシステムパッケージソフトの買入れ 20,674,440 平成30年7月13日 平成30年7月31日
日本電気株式会社　公共・社会システム営業本
部　本部長　山森　淳

港区 業者指定
区民サービス管理部情報システ
ム分野

9 生活保護世帯に支給する入浴券の購入（単価契約） 22,663,200 平成30年6月6日 平成31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　中野支部長　松本　吉司

中野区 業者指定 健康福祉部生活援護分野

10 育児パッケージの購入及び配送委託（単価契約） 24,612,000 平成30年4月1日 平成31年3月31日
株式会社トイカード　代表取締役社長　弓野　淳
一

台東区 業者指定
地域支えあい推進部中部すこや
か福祉センター（地域ケア分野）

11 中野区内交差点に設置する防犯カメラ機器類の購入 32,184,000 平成30年10月16日 平成31年3月15日 株式会社ジェイ・ティ　取締役員　武臣　辰徳
愛知県名古

屋市
一般競争入札 総務部生活・交通安全分野

賃貸借　　５件

物品購入　１１件
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