
令和３年１１月３０日
総 務 部 経 理 課

１　工　　　　事　（工事・製造の請負 ９千万円～１億８千万円）

№ 件名及び工事（履行）場所 契約方法

契約金額 指名状況

№ 件名及び工事（履行）場所 契約方法

契約金額 指名状況
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大島五丁目公園改修工事

（江東区大島五丁目27番16号）

大島五丁目公園（面積：4943.84㎡）
公園工事
　施設撤去工　　　　1式
　敷地造成工　　　　1式
　擁壁工　　　　　　1式
　構造物撤去工　　　1式
　公園施設等撤去工　1式
　運搬・処理工　　　1式(汚染土75㎥,搬
                       入土550㎥)
　植栽工　　　　　　1式(高木植栽14本,
                       中低木植栽850
　　　　　　　　　　　 株)
　給水設備工　　　　1式
　雨水排水設備工　　1式
　汚水排水設備工　　1式
　電気設備工　　　　1式(照明灯8基)
　園路広場整備工　　1式(ILB舗装958㎡,
                       ﾀﾞｽﾄ舗装1197㎡)
　遊戯施設整備工　　1式(複合遊具1基,
                       健康器具5基)
　サービス施設整備工1式(ﾊﾟｰｺﾞﾗ2基,ﾍﾞﾝﾁ
                       20基)
　管理施設整備工　　1式(外周ﾌｪﾝｽ209.5m
                     　,防球ﾈｯﾄ76.5m)

建築工事
　公衆便所　　　　　1棟　10.51㎡　S造

総合評価方式
一般競争入札

株式会社ノザワ

東京都江東区木場五丁目１２番７号

契約月日 工期又は納期

１４９，７１０，０００円 Ｒ３.９.１７ 区内７社
Ｒ３.９.２１から

Ｒ４.３.３１まで

工期又は納期

１０３，１０７，１８０円 Ｒ３.９.１７ 区内５社
Ｒ３.９.２１から

Ｒ４.３.３１まで

工事概要等 契約の相手方

契約状況調書

工事概要等 契約の相手方

1

仙台堀川公園改修工事（Ｂ-
4)及び周辺道路整備工事

（江東区北砂六丁目27番から北
砂六丁目20番）

仙台堀川公園改修工事(B-4)
 護岸撤去工     1式 (取り壊し工 229m)
 敷地造成工     1式
 擁壁工         1式 (重力式擁壁 209m)
 公園施設移設工 1式
 運搬・処理工   1式
 仮設工         1式 (B型バリケード設置
                    他　交通誘導員
                    昼・夜間)

周辺道路整備工事　区道江495号
 舗装版破砕工　 1式
 舗装工      　 1式 (アスファルト舗装
　　　　　　　　　　55型 652㎡他)
 区画線工    　 1式
 ガードレール撤去・設置工 1式
 運搬・処理工　 1式
 仮設工     　  1式 (仮設ガードレール
                    設置　交通誘導員
　　　　　　　　　　昼・夜間)

総合評価方式
一般競争入札

京浜建設株式会社

東京都江東区永代二丁目３１番１５号

契約月日
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契約金額 指名状況
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株式会社フクダ

東京都江東区東陽三丁目２７番３２号

ヤマニエレックス株式会社

東京都江東区住吉一丁目１０番２号

八洲興業株式会社

東京都江東区毛利二丁目１０番１５号

工事概要等 契約の相手方

工事概要等
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小規模改修工事
・冷温水発生機オーバーホール
・エアハンドリングユニットオーバーホー
ル
・空冷ヒートポンプエアコンオーバーホー
ル
・換気設備取替
・排煙設備取替
・中央監視装置取替
・給湯器取替
・ポンプ取替
・ろ過機取替

総合評価方式
一般競争入札

契約月日 工期又は納期

１４１，６４７，０００円 Ｒ３.１０.２１ 区内３社
Ｒ３.１０.２２から

Ｒ４.７.１５まで

江東区深川江戸資料館機械
設備改修工事

（江東区白河一丁目3番28号）

契約の相手方
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小規模改修工事
・非常用発電機オーバーホール
・舞台照明・舞台音響オーバーホール
・非常用照明取替
・誘導灯取替
・バッテリー取替
・主装置取替
・アンプ取替
・インターホン取替

総合評価方式
一般競争入札

契約月日 工期又は納期

１４１，８４５，０００円 Ｒ３.１０.２９ 区内４社
Ｒ３.１１.１から

Ｒ４.７.１５まで

江東区深川江戸資料館電気
設備改修工事

（江東区白河一丁目3番28号）

工事概要等 契約の相手方
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路線番号:江494号
施工延長:502ｍ
舗装版撤去工：一式
開削土工：一式
管路工 管路材 RR-ECVP φ130:948.2m
　　　 管路材 RR-ECVP φ100:1,958.9m
　　　 管路材 SUDⅡ VP φ100:507.5m
　　　 管路材 PV φ75:65.3m
　　　 管路材 PV φ50:53.5m
　　　 管路材 共用FA管 VP φ150:483.1m
　　　 管路材 ボディ管 φ250:479.2m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工 Ⅰ型(箱型):2組
　　　　　　　 電力Ⅱ型(箱型):5組
　　　　　　　 電力Ⅱ型(Ｕ型):2組
　　　　　　　 通信Ⅱ型(箱型):3組
　　　　　　　 通信接続桝:2組
　　　　　　　 分岐桝Ｔ-Ａ桝:9組
　　　　　　　 地上機器桝(通信用):2組
　　　　　　　 サイドボックス:1組
舗装工：一式
付帯工：一式
仮設工　土留工：一式
　　　　覆工板設置工：38㎡
　　　　交通管理工：一式

総合評価方式
一般競争入札

契約月日 工期又は納期

１７０，５００，０００円 Ｒ３.１０.２０ 区内２社
Ｒ３.１０.２１から

Ｒ４.９.３０まで

仙台堀川公園周辺路線電線
共同溝整備工事(A-1工区)

（江東区北砂七丁目9番から6
番）
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№ 件名及び工事（履行）場所 契約方法

契約金額 指名状況

№ 件名及び工事（履行）場所 契約方法

契約金額 指名状況

工事概要等 契約の相手方
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江東区総合区民センター電
気設備改修工事

（江東区大島四丁目5番1号）

小規模改修工事
・非常用発電機オーバーホール
・非常用照明取替
・誘導灯取替
・バッテリー取替
・主装置取替
・トイレ呼出取替
・インターホン取替
・舞台照明オーバーホール
・舞台音響取替

総合評価方式
一般競争入札

株式会社新和電工

東京都江東区大島一丁目９番８号

契約月日 工期又は納期

１１９，８２３，０００円 Ｒ３.１０.２９ 区内６社
Ｒ３.１１.１から

Ｒ４.７.２９まで

工事概要等 契約の相手方
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江東区総合区民センター改
修工事

（江東区大島四丁目5番1号）

小規模改修工事
・特定天井改修（2階ロビー、レクホール）
・漏水部改修（屋上）
・自動ドア改修
・昇降機改修

総合評価方式
一般競争入札

東起業株式会社

東京都江東区木場二丁目１９番１４号

契約月日 工期又は納期

１０４，０６０，０００円 Ｒ３.１０.２１ 区内４社
Ｒ３.１０.２２から

Ｒ４.７.２９まで
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