
 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00887 件名

内部発注番号 5035000209
杉並区立杉並第二小学校及び併設２施設改築建

築工事
入札見積締切日時 2021年10月8日 17時00分

開札日時 2021年10月11日 14時09分

予定価格 3,055,514,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都杉並区成田西三丁目４番１号

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 渡辺・佐藤・興信・松木建設共同企業体

所在地 東京都杉並区高円寺南四丁目３番３号

落札金額 2,720,000,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 渡辺・佐藤・興信・松木建設共同企業体 2,880,000,000円 2,720,000,000円 落札率97.9％

2 江州・矢島・大一・天心建設共同企業体 2,950,000,000円 2,800,000,000円

3 白石・目時・日盛・渡辺一建設共同企業体 3,100,000,000円

辞退

備考 工事概要
杉並区立杉並第二小学校、杉二学童クラブ及び成田西災害備蓄倉庫の改築を行う。
　・敷地面積  ：10,928.04㎡
　・構　　造　：鉄筋コンクリート造(一部 鉄骨造）
　・階　　数　：地下1階・地上4階
　・規　　模　：建築面積　3395.23㎡
履行期限　契約締結の翌日から令和５年１１月２２日まで
本件の低入札調査基準価格　2,499,966,000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８９号杉並区立杉並第二小学校及び併設２施設改築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
契約金額　２，９９２，０００，０００円（税込み）

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
総務財政委員会資料令和３年 11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）　２，７７７，７４０，０００（税抜き）　３，０５５，５１４，０００（税込み）落札率　９７．９％  

OKADA-YOSHITAKA
長方形



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00891 件名

内部発注番号 5035000213
杉並区立杉並第二小学校及び併設２施設改築電

気設備工事
入札見積締切日時 2021年10月8日 17時00分

開札日時 2021年10月11日 10時11分

予定価格 410,575,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都杉並区成田西三丁目４番１号

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 協信・杉本建設共同企業体

所在地 東京都杉並区阿佐谷北六丁目２９番１０号

落札金額 298,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 協信・杉本建設共同企業体 298,000,000円 落札率79.8％

2 牧野・杉並建設共同企業体 308,500,000円

3 栄新・東九建設共同企業体 347,800,000円

4 エネシス・協伸建設共同企業体 375,000,000円

5 協電・大光建設共同企業体 失格基準価格未満のため無
効無効

備考 工事概要
電気設備工事
 (1) 受変電設備工事
 (2) 防災用発電設備工事
 (3) 太陽光発電設備工事
 (4) 幹線動力設備工事
 (5) 雷保護設備工事
 (6) 電灯・コンセント設備工事
 (7) 構内交換設備工事
ほか
履行期限　契約締結の翌日から令和５年１１月２２日まで
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。
本件の低入札調査基準価格　 335,925,000円（税抜き）
低入札価格調査及び審査の結果、協信・杉本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９０号杉並区立杉並第二小学校及び併設２施設改築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
契約金額　３２７，８００，０００円（税込み）

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
予定価格（円）　３７３，２５０，０００（税抜き）　４１０，５７５，０００（税込み）落札率　７９．８％  

OKADA-YOSHITAKA
長方形

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
総務財政委員会資料令和３年 11月26日総  務  部  経  理   課

OKADA-YOSHITAKA
タイプライターテキスト

OKADA-YOSHITAKA
タイプライターテキスト

OKADA-YOSHITAKA
タイプライターテキスト

URAYAMA-AKITO
タイプライターテキスト



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00889 件名

内部発注番号 5035000211
杉並区立杉並第二小学校及び併設２施設改築給

排水衛生設備工事
入札見積締切日時 2021年10月8日 17時00分

開札日時 2021年10月11日 10時20分

予定価格 280,918,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都杉並区成田西三丁目４番１号

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 吉田・ユ－ダイ建設共同企業体

所在地 東京都杉並区高円寺南五丁目６番９号

落札金額 253,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 吉田・ユ－ダイ建設共同企業体 253,000,000円 落札率99.0％

2 シンコー・東水建設共同企業体 268,000,000円

3 松本・黒澤建設共同企業体

辞退

備考 工事概要
給排水衛生設備工事
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．都市ガス設備工事
７．プールろ過設備工事
８．雨水処理設備工事
９．グランド散水設備工事
10．自動制御設備工事
履行期限　契約締結の翌日から令和５年１１月２２日まで
本件の低入札調査基準価格　229,842,000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９１号杉並区立杉並第二小学校及び併設２施設改築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
契約金額　２７８，３００，０００円（税込み）

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
総務財政委員会資料令和３年 11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）　２５５，３８０，０００（税抜き）　２８０，９１８，０００（税込み）落札率　９９．０％  

OKADA-YOSHITAKA
長方形

URAYAMA-AKITO
タイプライターテキスト



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00890 件名

内部発注番号 5035000212
杉並区立杉並第二小学校及び併設２施設改築空

気調和設備工事
入札見積締切日時 2021年10月8日 17時00分

開札日時 2021年10月11日 10時32分

予定価格 423,049,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都杉並区成田西三丁目４番１号

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 峯尾・セントラル建設共同企業体

所在地 東京都杉並区桃井一丁目１番２０号

落札金額 320,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 峯尾・セントラル建設共同企業体 320,000,000円 落札率83.2％

2 吉田・ユ－ダイ建設共同企業体 342,900,000円

3 新開・中央建設共同企業体 378,000,000円

4 ミナト・第一総合建設共同企業体 395,000,000円

備考 工事概要
空気調和設備工事
１．空調設備工事
２．換気設備工事
３．自動制御設備工事
履行期限　契約締結の翌日から令和５年１１月２２日まで
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。
本件の低入札調査基準価格　 346,131,000円（税抜き）
低入札価格調査及び審査の結果、峯尾・セントラル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９２号杉並区立杉並第二小学校及び併設２施設改築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
契約金額　３５２，０００，０００円（税込み）

okada-yoshitaka
タイプライターテキスト
総務財政委員会資料令和３年 11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）　３８４，５９０，０００（税抜き）　４２３，０４９，０００（税込み）落札率　８３．２％  

OKADA-YOSHITAKA
長方形




