
 

入札見積経過調書

案件番号 2019-01098 件名

内部発注番号 4315000302
（仮称）杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合

施設建設建築工事
入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 10時01分

予定価格 2,084,588,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都杉並区阿佐谷北一丁目1番

業種 0700 建築工事

入札方式 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 江州・国際・興信建設共同企業体

所在地 東京都杉並区阿佐谷南三丁目２番２号

落札金額 1,800,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 江州・国際・興信建設共同企業体 1,800,000,000円 落札率　94.9％

2 白石・矢島・松木建設共同企業体 1,860,000,000円

3 興建社・大一・渡辺一　建設共同企業体 1,900,000,000円

備考 工事概要
・敷地面積：3,882.22㎡
・構造：鉄筋コンクリート造
・階数：地上3階、地下1階
・規模：建築面積1,545.35㎡　延床面積4,976.70㎡
・1階：遊戯室、育成室、幼児・乳児ｺｰﾅｰ、ﾛﾋﾞｰ・展示ｽﾍﾟｰｽ等
・2階：音楽室、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ室、体育室、洋室、地域活動係事室等　
・3階：料理室、工芸室、洋室、和室等
屋上公園、地上公園等
履行期限　契約締結の翌日から令和3年10月29日まで
本件の低入札調査基準価格　1,705,572,000円（税抜き）
本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年杉並区条例第1号）第2条の規定に
基づき、杉並区議会において契約議案が可決されるまでは仮契約とする。

okada-yoshitaka
テキストボックス
議案第１９号（仮称）杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設建築工事の請負契約の締結について

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
総務財政委員会資料令和２年 ２月２６日総  務  部  経  理   課

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
予定価格（円）　1,895,080,000（税抜き）　2,084,588,000（税込み）落札率　94.9％  

OKADA-YOSHITAKA
長方形

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
契約金額　１，９８０，０００，０００（税込み）



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-01099 件名

内部発注番号 4315000303
（仮称）杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合

施設建設電気設備工事
入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 10時10分

予定価格 308,715,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都杉並区杉並区阿佐谷北一丁目１番

業種 0800 電気工事

入札方式 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 牧野・杉並建設共同企業体

所在地 東京都杉並区堀ノ内三丁目２５番５号

落札金額 218,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 牧野・杉並建設共同企業体 218,000,000円 落札率　77.6％

2 栄新・東九建設共同企業体 247,480,000円

3 協電・協信建設共同企業体 309,000,000円

備考 工事概要
1 電灯設備　2 動力設備　3 受変電設備　4 発電設備　5　構内情報通信網設備　6 構内交換設備　7 情報表示設備 8 映像・
音響設備　9 拡声設備　10 誘導支援設備　11 テレビ共同受信設備　12 監視カメラ設備　13 防犯・入室管理設備　14 火災報
知設備　15 構内配電線路　16 構内通信線路　17 駐車場管制設備用配管  18 防災無線設備用配管　19 機械警備用配管
履行期限　契約締結の翌日から令和3年10月29日まで　
杉並区議会において契約議案が可決されるまでは仮契約とする。
本件の低入札調査基準価格　252,487,780円（税抜き）
低入札価格調査及び審査の結果、 牧野・杉並建設共同企業体を落札者として決定する。

okada-yoshitaka
テキストボックス
議案第２０号（仮称）杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設電気設備工事の請負契約の締結について

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
総務財政委員会資料令和２年 ２月２６日総  務  部  経  理   課

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
予定価格（円）　280,650,000（税抜き）　308,715,000（税込み）落札率　77.6％  

OKADA-YOSHITAKA
長方形

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
契約金額　２３９，８００，０００（税込み）



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-01100 件名

内部発注番号 4315000304
（仮称）杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合

施設建設給排水衛生設備工事
入札見積締切日時 2019年12月9日 17時00分

開札日時 2019年12月10日 10時10分

予定価格 169,752,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都杉並区阿佐谷北一丁目1番

業種 0900 給排水衛生工事

入札方式 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 シンコー・克明工業株式会社

所在地 東京都杉並区桃井一丁目３番２号

落札金額 152,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 シンコー・克明工業株式会社 152,000,000円 落札率　98.4％

2 吉田設備工業株式会社 155,000,000円

3 松本工業株式会社 156,500,000円

4 新開工業株式会社 163,000,000円

備考 工事概要
１．衛生器具設備工事 
２．給水設備工事
３．排水設備工事
４．給湯設備工事
５．消火設備工事
６．自動制御設備工事
７．ガス設備工事
履行期限　契約締結の翌日から令和３年１０月２９日まで
本件の低入札調査基準価格　１３８，７２７，８３５円（税抜き）
本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年杉並区条例第1号）第2条の規定に
基づき、杉並区議会において契約議案が可決されるまでは仮契約とする。

okada-yoshitaka
テキストボックス
議案第２１号（仮称）杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設給排水衛生設備工事の請負契約の締結について

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
総務財政委員会資料令和２年 ２月２６日総  務  部  経  理   課

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
予定価格（円）　154,320,000（税抜き）　169,752,000（税込み）落札率　98.4％  

OKADA-YOSHITAKA
長方形

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
契約金額　１６７，２００，０００（税込み）



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-01101 件名

内部発注番号 4315000305
（仮称）杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合

施設建設空気調和設備工事
入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 10時21分

予定価格 250,954,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都杉並区阿佐谷北一丁目１番

業種 1000 空調工事

入札方式 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 ミナト・ユーダイ建設共同企業体

所在地 東京都杉並区宮前五丁目１６番４号

落札金額 205,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ミナト・ユーダイ建設共同企業体 205,000,000円 落札率　89.8％

2 松本・中央建設共同企業体 252,400,000円

3 新開・梶原建設共同企業体 267,220,000円

備考 工事概要
１．機器設備工事
２．配管設備工事
３．ダクト設備工事
４．換気設備工事
５．自動制御設備工事
６．床暖房設備工事
履行期限　契約締結の翌日から令和３年１０月２９日まで　
杉並区議会において契約議案が可決されるまでは仮契約とする。
本件の低入札調査基準価格　２０５，２５６，３６９円（税抜き）
低入札価格調査及び審査の結果、ミナト・ユーダイ建設共同企業体を落札者として決定する。

okada-yoshitaka
テキストボックス
議案第２２号（仮称）杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設空気調和設備工事の請負契約の締結について

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
総務財政委員会資料令和２年 ２月２６日総  務  部  経  理   課

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
予定価格（円）　228,140,000（税抜き）　250,954,000（税込み）落札率　89.8％  

OKADA-YOSHITAKA
長方形

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
契約金額　２２５，５００，０００（税込み）



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00890 件名

内部発注番号 4315000306
杉並区立小中一貫教育校高円寺学園環境整備

工事
入札見積締切日時 2019年12月9日 17時00分

開札日時 2019年12月10日 14時11分

予定価格 368,346,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都杉並区高円寺北一丁目４番

業種 0700 建築工事

入札方式 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 白石建設株式会社

所在地 東京都杉並区高円寺南四丁目１５番１１号

落札金額 334,000,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 白石建設株式会社 340,000,000円 334,000,000円 落札率　99.7％

2 渡辺建設株式会社 375,000,000円

辞退

3 株式会社目時工務店 360,000,000円

辞退

4 佐藤建業株式会社 352,000,000円

辞退

備考 工事概要
敷地面積：11,361.59㎡
建物
　屋外倉庫建設工事（屋外体育倉庫、屋外便所）149.58㎡
　駐輪場建設工事　10.20㎡
　守衛室建設工事　2.95㎡
外構
　舗装整備工事（校庭、歩道状空地等）
　囲障整備工事（防球ネット、フェンス等）
　雨水貯留浸透槽設置工事
電気設備工事
機械設備工事
履行期限　契約締結の翌日から令和2年8月14日まで
本件の低入札調査基準価格　 301,238,500円（税抜き）
本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年杉並区条例第1号）第2条の規定に
基づき、杉並区議会において契約議案が可決されるまでは仮契約とする。

okada-yoshitaka
テキストボックス
議案第２３号杉並区立小中一貫教育校高円寺学園環境整備工事の請負契約の締結について

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
総務財政委員会資料令和２年 ２月２６日総  務  部  経  理   課

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
予定価格（円）　334,860,000（税抜き）　368,346,000（税込み）落札率　99.7％  

OKADA-YOSHITAKA
長方形

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
契約金額　３６７，４００，０００（税込み）




