
（別紙様式１）

　  　　 　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した
日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

一般競争入札・指名競
争入札の別(総合評価
の実施)

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率 備　　考

東京国際空港場周道路他補修等工事 分任支出負担行為担当官

東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長

H25.4.1～H26.3.31 東京空港整備事務所

空港等舗装工事 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港周辺海域現況調査 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港地先他 東京空港整備事務所長
H25.4.10～H26.3.25 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港環境調査 分任支出負担行為担当官
東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.4.10～H26.3.26 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港河口干潟現況調査 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港地先他 東京空港整備事務所長
H25.4.11～H26.3.25 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港基準点測量 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.4.11～H25.7.26 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港Ｄ滑走路基盤施設動態検証業務 分任支出負担行為担当官
東京国際空港Ｄ滑走路及び調査職員が指定する場所 東京空港整備事務所長
H25.4.11～H26.3.25 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港建設資材価格等調査 分任支出負担行為担当官
東京空港整備事務所長

H25.4.17～H26.3.31 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港桟橋下部現況調査 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港地先 東京空港整備事務所長
H25.4.22～H25.10.25 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港周辺浅場環境現況調査 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港地先 東京空港整備事務所長
H25.4.22～H26.3.20 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港国際線地区共同溝他実施設計 分任支出負担行為担当官
東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.4.24～H26.2.12 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港Ｃ滑走路南伸部排水他実施設計 分任支出負担行為担当官
東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.4.24～H26.2.28 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

92.7%

41,790,000H25.4.10
いであ（株）

14,562,577 13,492,500

東京都世田谷区駒沢３－１５－１

東京都中央区銀座５－１３－１６

東京都中央区日本橋３－１－１５
H25.4.22

（株）東京久栄
指名競争入札

（簡易公募型競争入札）
（総合評価）

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
49,802,667 83.9%

H25.4.17
（一財）経済調査会 一般競争入札

（総合評価）

16,399,227 13,230,000 80.7%

H25.4.1
中央工営（株） 一般競争入札

（総合評価）
20,349,521 18,900,000 92.9%

東京都大田区羽田４－１６－１０

H25.4.10
サンコーコンサルタント（株） 一般競争入札

（総合評価）
8,083,211 6,510,000 80.5%

東京都江東区亀戸１－８－９

H25.4.11
いであ（株）

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
31,740,545 25,725,000 81.0%

東京都世田谷区駒沢３－１５－１

H25.4.11
（一財）沿岸技術研究センター

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
31,632,793 30,450,000 96.3%

東京都千代田区隼町３－１６

東京都目黒区東山２－１３－５
H25.4.11

（株）パスコ　東京支店
指名競争入札

（簡易公募型競争入札）
（総合評価）

13,874,225 11,550,000 83.2%

80.3%
東京都新宿区西新宿６－８－１

H25.4.22
いであ（株）

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
19,082,307 16,800,000 88.0%

東京都世田谷区駒沢３－１５－１

H25.4.24
復建調査設計（株）東京支社 一般競争入札

（総合評価）
48,620,349 41,475,000 85.3%

東京都千代田区岩本町３－８－１５

H25.4.24
パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社 一般競争入札

（総合評価）
24,192,664 19,425,000



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した
日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

一般競争入札・指名競
争入札の別(総合評価
の実施)

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率 備　　考

東京国際空港Ａ滑走路及びＢ滑走路北側護岸他実施設計 分任支出負担行為担当官
東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.5.17～H26.1.31 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港旧整備地区土質調査 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.5.27～H25.10.17 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１
東京国際空港構内道路（環状八号線）立体交差部拡幅詳細設計 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港二丁目地先 東京空港整備事務所長
H25.6.6～H26.3.12 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港沖合浅場施工計画作成他業務 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港地先 東京空港整備事務所長
H25.6.10～H25.10.31 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港流況調査 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港地先 東京空港整備事務所長
H25.6.12～H26.3.24 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港国際線地区構内道路測量 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.6.17～H25.11.8 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１
東京国際空港空港共同溝等施設動態及び地盤動態観測調査 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.6.26～H26.3.19 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港空港舗装動態観測調査 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.6.27～H26.3.19 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１
東京国際空港Ｇ誘導路他フィレット拡幅実施設計等業務 分任支出負担行為担当官
東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.7.1～H26.2.6 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１
東京国際空港Ｎ地区ナイトステイエプロン等実施設計 分任支出負担行為担当官
東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.7.8～H26.3.20 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港Ｇ誘導路他土質調査 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.7.16～H26.3.14 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港地盤改良試験工事 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.7.17～H26.2.28 東京空港整備事務所
空港等土木工事 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港Ｄ滑走路桟橋部溶接点検調査 分任支出負担行為担当官
東京空港整備事務所長

H25.7.22～H26.3.20 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

H25.7.22
（一財）港湾空港総合技術センター 一般競争入札

（総合評価）

H25.7.16
パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
37,770,980 32,550,000 86.2%

東京都新宿区西新宿６－８－１

H25.7.8
日本工営（株）東京支店 一般競争入札

（総合評価）東京都千代田区麹町４－２

H25.7.1
日本工営（株）東京支店 一般競争入札

（総合評価）
11,679,764 9,324,000 79.8%

H25.6.27
日本海洋コンサルタント（株）

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
東京都港区芝浦３－７－９

東京都千代田区麹町４－２

H25.6.12
三洋テクノマリン（株）

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）

東京都江東区東砂７－１９－３１

東京都中央区日本橋堀留町１－３－１７

36,504,471 34,965,000 95.8%

H25.6.26
（株）パスコ　東京支店

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
31,732,711 30,240,000 95.3%

H25.6.17
復建調査設計（株）東京支社 一般競争入札

（総合評価）東京都千代田区岩本町３－８－１５

東京都目黒区東山２－１３－５

5,460,000 83.5%

H25.5.27
応用地質(株)横浜支店

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
20,832,342 86.2%神奈川県横浜市港北区新横浜２－１２－１２

H25.6.10
日本海洋コンサルタント（株）

H25.6.6
（株）建設技術研究所 一般競争入札

（総合評価）
17,542,568 15,120,000 86.2%

東京都中央区日本橋浜町３－２１－１

20,580,000

49,685,966 39,375,000 79.2%

6,541,959

83.4%

82.0%

東京都千代田区霞が関３－３－１

85.8%
東京都新宿区西新宿６－８－１

H25.5.17
パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社 一般競争入札

（総合評価）
23,999,641

17,955,000

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
9,690,537 8,085,000

31,491,330 25,830,000

H25.7.17
みらい建設工業（株）東京支店 一般競争入札

（総合評価）
107,588,121 104,895,000 97.5%

東京都江東区亀戸１－１６－８

17,247,631 15,750,000 91.3%



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した
日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

一般競争入札・指名競
争入札の別(総合評価
の実施)

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率 備　　考

東京国際空港Ｇ誘導路他土質調査（その２） 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.7.23～H26.3.20 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港Ｇ誘導路他土質調査（その３） 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.7.29～H26.3.28 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１
東京国際空港国際線地区エプロン使用状況整理解析業務 分任支出負担行為担当官
東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.8.7～H26.2.28 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港Ｋ誘導路土質調査 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.8.7～H26.1.24 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港Ｋ誘導路土質調査（その２） 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.9.4～H26.2.20 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１
東京国際空港B滑走路北側ナイトステイエプロン等実施設計 分任支出負担行為担当官
東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.9.18～H26.3.10 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港多摩川護岸実施設計 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港二丁目地先 東京空港整備事務所長
H25.9.27～H26.3.25 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港Ｋ誘導路土質調査（その３） 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.10.11～H26.3.20 東京空港整備事務所 神奈川県横浜市港北区小机町1468

測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１ エステートピアⅡ206号

東京国際空港Ｋ誘導路土質調査（その４） 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.11．7～H26.3.20 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港Ｋ誘導路土質調査（その５） 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.11．7～H26.3.20 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港Ｋ誘導路土質調査（その６） 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.11．7～H26.3.20 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港Ｋ誘導路土質調査（その７） 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.11．7～H26.3.20 東京空港整備事務所
測量・調査 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港沖合浅場造成工事 分任支出負担行為担当官
東京都葛西沖 東京空港整備事務所長
H25.11．28～H26.3.28 東京空港整備事務所
港湾土木工事 東京都大田区羽田空港３－３－１

H25.11.7
（株）東建ジオテック　本店

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
36,141,038 30,555,000 84.5%

埼玉県さいたま市浦和区
仲町三丁目１３番１０号

H25.11.7
川崎地質（株）事業本部

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
42,713,292 39,060,000 91.4%

東京都港区三田二丁目１１番１５号

H25.11.7
川崎地質（株）事業本部

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
37,965,471 34,860,000 91.8%

東京都港区三田二丁目１１番１５号

日本工営（株）東京支店
指名競争入札

（簡易公募型競争入札）
（総合評価）

87.8%
東京都港区三田２－１１－１５

H25.8.7
東京都千代田区麹町４－２

H25.8.7
川崎地質（株）事業本部

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
45,037,298 39,375,000 87.4%

東京都港区三田２－１１－１５

H25.9.18
パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社

一般競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
37,889,790 29,820,000 78.7%

東京都新宿区西新宿６－８－１

H25.9.4
川崎地質（株）事業本部

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
44,058,790 40,530,000 92.0%

東京都港区三田２－１１－１５

H25.9.27
日本工営（株）東京支店

一般競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
36,507,921 30,030,000 82.3%

東京都千代田区麹町４－２

H25.10.11
中央開発（株）東京支社神奈川支店

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
44,075,966 37,275,000 84.6%

H25.11.7
（株）東建ジオテック　本店

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
37,531,881 31,741,500 84.6%

埼玉県さいたま市浦和区
仲町三丁目１３番１０号

H25.11.28
東亜建設工業（株）　東京支店 一般競争入札

（総合評価）
192,956,673 171,150,000 88.7%東京都中央区日本橋室町四丁目１番６号

H25.7.23
川崎地質（株）事業本部

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
37,066,245 32,550,000

10,759,781 9,450,000 87.8%

H25.7.29
パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
37,640,727 32,550,000 86.5%

東京都新宿区西新宿６－８－１



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した
日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

一般競争入札・指名競
争入札の別(総合評価
の実施)

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率 備　　考

東京国際空港Ｌ誘導路南側場周道路他改修設計 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.12.6～H26.3.24 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

平成２６年３月分該当無し

平成２６年２月分該当無し

平成２６年１月分該当無し

H25.12.6
日本工営（株）　東京支店 一般競争入札

（総合評価）
5,813,102 5,355,000 92.1%

東京都千代田区麹町四町目２番地



（別紙様式２）

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した
日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由（企画競争又は公
募）

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率
再就職
の役員
数

備　　考

東京国際空港Ｄ滑走路健全度評価システム構築等業務 分任支出負担行為担当官
東京国際空港Ｄ滑走路及び調査職員が指定する場所 東京空港整備事務所長
H25.6.12～H26.3.25 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１
東京国際空港Ｂ滑走路北側エプロン他整備総合工程調査 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港東京国際空港内 東京空港整備事務所長
H25.6.12～H26.3.25 東京空港整備事務所
建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港周辺水環境再生に関する調査 分任支出負担行為担当官

東京国際空港周辺海域 東京空港整備事務所長

H25.6.27～H26.3.28 東京空港整備事務所

建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港周辺海域藻場造成計画策定業務 分任支出負担行為担当官

東京空港整備事務所長

H25.7.12～H25.12.16 東京空港整備事務所

建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港機能拡充基礎調査 分任支出負担行為担当官

東京空港整備事務所長

H25.8.21～H26.3.14 東京空港整備事務所

建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港Ｃ滑走路及び取付誘導路他地盤改良設計 分任支出負担行為担当官

東京空港整備事務所長

H25.8.21～H26.2.28 東京空港整備事務所

建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港周辺海域の環境共生に関する計画策定業務 分任支出負担行為担当官

東京都大田区羽田空港地先 東京空港整備事務所長

H25.8.26～H26.3.28 東京空港整備事務所

建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港環境監視の検証及び環境状況分析業務 分任支出負担行為担当官

東京空港整備事務所長

H25.9.12～H26.3.6 東京空港整備事務所 東京都港区虎ノ門３－１－１０

建設コンサルタント 東京都大田区羽田空港３－３－１

平成２５年５月分該当無し

12,978,000

（一財）東京都内湾漁業環境整備協会 会計法第29条の３第４項
48,825,000 99.2%

97.4%

東京都千代田区隼町３－１６
（一財）沿岸技術研究センター

東京都新宿区西新宿６－８－１

東京都千代田区岩本町３－８－１５
復建調査設計（株）東京支社

東京都港区港南４－７－８

H25.7.12
（株）東京久栄 会計法第29条の３第４項

平成２５年10月分該当無し

東京都文京区本郷５－３３－１０
H25.6.12

（株）日本空港コンサルタンツ

H25.6.27

理由は別紙２－６のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

会計法第29条の３第４項

97.2%
理由は別紙２－８のとおり

（簡易公募型プロポーザル）

97.8%22,050,000

44,940,000 98.7%45,514,799

理由は別紙２－５のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

会計法第29条の３第４項

理由は別紙２－１のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

会計法第29条の３第４項
理由は別紙２－２のとおり

（簡易公募型プロポーザル）

13,325,100

99.6%31,007,639 30,870,000

22,785,000

49,228,573

22,548,302

22,955,480 99.3%

東京都中央区日本橋３－１－１５ 理由は別紙２－４のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

H25.8.21

H25.8.21

H25.6.12

理由は別紙２－３のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社 会計法第29条の３第４項

H25.8.26
（一財）東京都内湾漁業環境整備協会 会計法第29条の３第４項

32,092,552 30,975,000 96.5%

30,975,00031,879,383

東京都港区港南４－７－８ 理由は別紙２－７のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

会計法第29条の３第４項

平成２５年４月分該当無し

H25.9.12
（一財）みなと総合研究財団



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した
日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由（企画競争又は公
募）

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率
再就職
の役員
数

備　　考

平成２６年３月分該当無し

平成２５年１１月分該当無し

平成２５年１２月分該当無し

平成２６年１月分該当無し

平成２６年２月分該当無し



東京空港

別紙２－１

記

　本業務は、東京国際空港Ｄ滑走路における効率的な維持管理を行うことを目的に動態観

測システム及び維持管理システムを統合し、健全度評価システムを新たに構築するための

システム開発を行うとともに、動態観測システムの調整を行うものである。

　パシフィックコンサルタンツ株式会社は、本調査実施に係るプロポーザル方式により提

出された提案書を建設コンサルタント等選定委員会で評価検討した結果、優れた内容の技

術提案であると評価された業者である。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）により上

記の者と随意契約するものである。

平成２５年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港Ｄ滑走路健全度評価システム構築等業務

本件は、下記理由により、パシフィックコンサルタンツ株式会社と随意契約したい。



別紙２－２

東京空港

平成２５年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港Ｂ滑走路北側エプロン他整備総合工程調査

本件は、下記理由により、株式会社日本空港コンサルタンツと随意契約したい。

記

　本業務は、平成２５年度以降に実施・計画している東京国際空港のＢ滑走路北側エプロ

ン整備等の計画工程を検討し、整備工程資料等の作成・修正等を行うものである。

　株式会社日本空港コンサルタンツは、本調査実施に係るプロポーザル方式により提出さ

れた提案書を建設コンサルタント等選定委員会で評価検討した結果、優れた内容の技術提

案であると評価された業者である。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）により上

記の者と随意契約するものである。



別紙２－３

東京空港

記

　本業務は、東京国際空港周辺の水環境再生を図る事業実施に向けて、水質・底質・底生

生物等の調査を実施したうえで、浅場造成計画、整備手法および維持管理手法等の検討を

行い、東京国際空港周辺の水環境再生施策の立案を行うものである。

　一般財団法人東京都内湾漁業環境整備協会は、本調査実施に係るプロポーザル方式によ

り提出された提案書を建設コンサルタント等選定委員会で評価検討した結果、優れた内容

の技術提案であると評価された業者である。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）により上

記の者と随意契約するものである。

平成２５年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港周辺水環境再生に関する調査

本件は、下記理由により、一般財団法人東京都内湾漁業環境整備協会と随意契約したい。



東京空港

別紙２－４

記

　本業務は、東京国際空港周辺海域において藻場の形成に適した場所を選定し、造成計画

の策定及び育成計画の検討を行うものである。

　株式会社東京久栄は、本調査実施に係るプロポーザル方式により提出された提案書を建

設コンサルタント等選定委員会で評価検討した結果、優れた内容の技術提案であると評価

された業者である。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）により上

記の者と随意契約するものである。

平成２５年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港周辺海域藻場造成計画策定業務

本件は、下記理由により、株式会社東京久栄と随意契約したい。



別紙２－５

東京空港

記

　本業務は、東京国際空港の空港施設整備に係る技術的課題について基礎調査を行うもの

である。

　一般財団法人沿岸技術研究センターは、本調査実施に係るプロポーザル方式により提出

された提案書を建設コンサルタント等選定委員会で評価検討した結果、最も優れた内容の

技術提案であると評価された業者である。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）により上

記の者と随意契約するものである。

平成２５年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港機能拡充基礎調査

本件は、下記理由により、一般財団法人沿岸技術研究センターと随意契約したい。



別紙２－６

東京空港

記

　本業務は、東京国際空港のＣ滑走路及び取付誘導路等の地盤改良設計を行うものであ

る。

　復建調査設計株式会社は、本調査実施に係るプロポーザル方式により提出された提案書

を建設コンサルタント等選定委員会で評価検討した結果、最も優れた内容の技術提案であ

ると評価された業者である。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）により上

記の者と随意契約するものである。

平成２５年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港Ｃ滑走路及び取付誘導路他地盤改良設計

本件は、下記理由により、復建調査設計株式会社と随意契約したい。



別紙２－７

東京空港

平成２５年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港周辺海域の環境共生に関する計画策定業務

本件は、下記理由により、一般財団法人東京都内湾漁業環境整備協会と随意契約したい。

記

　本業務は、東京湾湾奥における水環境再生を図ることを目的として、東京国際空港周辺

海域における現況調査を実施したうえで、環境共生型の材料、施設等を用いた生物生息基

盤に関する検討を行い、東京国際空港周辺水環境再生施策の計画立案を行うものである。

　一般財団法人東京都内湾漁業環境整備協会は、本調査実施に係るプロポーザル方式によ

り提出された提案書を建設コンサルタント等選定委員会で評価検討した結果、優れた内容

の技術提案であると評価された業者である。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）により上

記の者と随意契約するものである。



東京空港

平成２５年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港環境監視の検証及び環境状況分析業務

本件は、下記理由により、一般財団法人みなと総合研究財団と随意契約したい。

記

　一般財団法人みなと総合研究財団は、本調査実施に係るプロポーザル方式により提出さ

れた提案書を建設コンサルタント等選定委員会で評価検討した結果、優れた内容の技術提

案であると評価された業者である。

　以上のことから、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）により上

記の者と随意契約するものである。

　本業務は、東京国際空港再拡張事業に係る環境監視計画（存在・供用時）に基づき、別

途実施している環境モニタリング調査結果等の検証、及び学識経験者等へのヒアリングを

行い、公表に必要となる基礎資料の作成等を行うものである。

別紙２－８ 



（別紙様式３）

　  　　 　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

一般競争入札・指名
競争入札の別(総合
評価の実施)

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率 備　　考

分任支出負担行為担当官
東京空港整備事務所長
東京空港整備事務所 予定調達総額

東京都大田区羽田空港３－３－１ 7,534,800
分任支出負担行為担当官
東京空港整備事務所長
東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３－１
分任支出負担行為担当官
東京空港整備事務所長
東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３－１

分任支出負担行為担当官
東京空港整備事務所長
東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３－１

分任支出負担行為担当官
東京空港整備事務所長
東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３－１

分任支出負担行為担当官
東京空港整備事務所長
東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３－１

平成２５年10月分該当無し

平成２５年８月分該当無し

平成２５年５月分該当無し

単価契約

99.6%

東京空港整備事務所車両管理業務 一般競争入札
東京都江東区深川２－６－１１

H25.4.1
三陽自動車（株）

東京国際空港浅場造成灯浮標他保守点検 一般競争入札
東京都中央区日本橋室町４－１－６

H25.4.1
東亜建設工業（株）東京支店

4,261,825

東京国際空港水質観測システム保守点検 H25.4.1
芙蓉海洋開発（株）
東京都台東区蔵前３－１５－７

70.5%

4,715,093

平成２６年３月分該当無し

平成２６年２月分該当無し

890,013 627,900

東京国際空港地震計保守点検

平成２５年1１月分該当無し

H25.9.12
東京都文京区小石川２－５－７

明星電気（株）

平成２６年1月分該当無し

H25.12.16

6,615,000

73.9%3,150,000

6,641,548

98.0%4,620,000

平成２５年６月分該当無し

一般競争入札

一般競争入札

東京国際空港監督船用船 一般競争入札 99.9%
東亜建設工業（株）東京支店

84,995 84,945
東京都中央区日本橋室町４－１－６

東京国際空港国際線地区エプロン等整備
等事業に関する資料整理

H25.7.26
（株）日本総合研究所

一般競争入札 9,174,823 8,925,000 97.3%
東京都品川区東五反田２－１８－１



（別紙様式４）

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結
した日

契約の相手方の商号
又 は 名 称 及 び 住 所

随意契約によることとした会計法
令の根拠条文及び理由（企画競
争又は公募）

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率
再就職
の役員
数

備　　考

平成２６年３月分該当無し

平成２６年１月分該当無し

平成２５年５月分該当無し

平成２５年６月分該当無し

平成２５年７月分該当無し

平成２５年４月分該当無し

平成２５年８月分該当無し

平成２５年９月分該当無し

平成２５年10月分該当無し

平成２５年1１月分該当無し

平成２５年１２月分該当無し

平成２６年２月分該当無し
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