
（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

H27.4.1～H28.3.31 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
H27.4.1～H28.3.31 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

H27.4.1～H28.3.11 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
H27.4.1～H28.3.25 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
H27.4.10～H28.3.25 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

東京国際空港周辺海域藻場造成調査 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
H27.4.10～H28.3.25 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

東京国際空港浅場環境他現況調査 分任支出負担行為担当官
東京都大田区羽田空港地先及び東京都江戸川区臨海町地先 東京空港整備事務所長
H27.4.10～H28.3.25 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
H27.4.10～H27.7.28 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L誘導路改修舗装設計 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
H27.4.22～H27.12.25 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
東京都大田区羽田空港地先 東京空港整備事務所長
H27.4.23～H28.3.31 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N地区北側護岸改修及び用地造成検討業務 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

H27.4.30～H28.3.25 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

29,062,800 94.7%

東京都目黒区東山１－１－２

H27.4.22
日本工営株式会社東京支店

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
25,945,011 22,356,000

H27.4.10
三洋テクノマリン株式会社

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
33,064,666 29,592,000

86.2%
東京都千代田区麹町４－２

H27.4.30
バシフィックコンサルタンツ株式会社
首都圏本社

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
44,162,021 35,100,000

13,284,000 81.3%H27.4.10

H27.4.23
一般財団法人経済調査会

79.5%

16,345,268

東京都新宿区西新宿６－８－１

株式会社　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）

東京都中央区銀座５－１３－１６
一般競争入札
（総合評価）

30,697,497

東京都中央区日本橋堀留町１－３－１７

東京都中央区日本橋堀留町１－３－１７

H27.4.10
三洋テクノマリン株式会社

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
16,217,114 14,040,000 86.6%

東京都大田区羽田４－１６－１０

H27.4.1

中央開発株式会社
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）
8,452,396 7,776,000 92.0%

22,896,000H27.4.1
一般財団法人沿岸技術研究センター

東京都港区西新橋１－１４－２
一般競争入札
（総合評価）

24,457,403

H27.4.1
中央工営株式会社 一般競争入札

（総合評価）
14,905,358 14,904,000 99.9%

H27.4.10
三洋テクノマリン株式会社

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
43,849,890 34,992,000 79.8%

93.6%

東京都世田谷区駒沢3-15-1
H27.4.1

いであ株式会社
指名競争入札

（簡易公募型競争入札）
（総合評価）

44,043,985 35,208,000 79.9%

89.5%



（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

東京国際空港西旅客ターミナル地区エプロン改良施工法調査 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
H27.6.25～H27.11.30 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港際内トンネルアプローチ部実施設計 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
H27.6.25～H28.3.25 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港A滑走路他舗装検討業務 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
H27.6.30～H28.2.26 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港C滑走路他舗装検討業務 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
H27.6.30～H28.2.26 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 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
H27.6.30～H28.3.22 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港際内トンネルシールド部実施設計 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
H27.7.29～H28.3.25 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１
東京国際空港際内トンネル国内線アプローチ部実施設計 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
H27.7.29～H28.3.25 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港C滑走路南側用地整備検討業務 分任支出負担行為担当官
東京空港整備事務所長

H27.7.29～H28.3.25 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 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観測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
H27.7.29～H28.3.22 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滑走路動態観測調査等業務 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
H27.8.4～H28.3.31 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 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
H27.8.4～H28.2.26 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

一般競争入札
（総合評価）

H27.6.30
日本工営株式会社東京支店

88.0%48,471,150

平成２７年５月分該当無し

H27.8.4
日本工営株式会社東京支店 一般競争入札

（総合評価）
99.5%

東京都千代田区麹町４－２
10,389,136 10,335,600

21,248,900

84.4%

48,136,595 42,984,000 89.3%

88.6%

一般競争入札
（総合評価）

18,296,281 18,144,000

42,660,000

一般競争入札
（総合評価）

51,197,158 43,200,000

39,744,000

16,740,000 89.1%

H27.7.29

パシフィックコンサルタンツ株式会
社首都圏本社 一般競争入札

（総合評価）
49,617,167 40,500,000 81.6%

H27.6.25
日本工営株式会社東京支店 一般競争入札

（総合評価）

東京都中央区日本橋堀町１－３－１７

東京都千代田区麹町４－２

H27.6.30

18,787,489

東京都千代田区麹町４－２

H27.6.25

パシフィックコンサルタンツ株式会
社首都圏本社 一般競争入札

（総合評価）東京都新宿区西新宿６－８－１

東京都新宿区西新宿６－８－１

18,360,000 86.4%

三洋テクノマリン株式会社

H27.6.30
日本工営株式会社東京支店

一般競争入札
（総合評価）

東京都千代田区麹町４－２

H27.7.29
復建調査設計株式会社東京支社 一般競争入札

（総合評価）東京都千代田区岩本町３－８－１５

東京都千代田区麹町４－２

21,248,930 15,768,000 74.2%

H27.7.29
日本工営株式会社東京支店

99.2%

H27.7.29
株式会社　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）
東京都目黒区東山１－１－２

91.5%

H27.8.4

パシフィックコンサルタンツ株式会
社首都圏本社 一般競争入札

（総合評価）
44,863,509

37,636,456 34,452,000

東京都新宿区西新宿６－８－１



（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
H27.8.4～H28.3.18 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N地区エプロン他舗装検討業務 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
H27.8.6～H28.3.11 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港B滑走路横断誘導路他舗装設計 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
H27.10.6～H28.3.25 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港Ａ滑走路南側施設検討業務 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
H28.1.21～H28.9.30 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 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橋梁等予備設計 分任支出負担行為担当官
東京港大田区羽田空港二丁目地先 東京空港整備事務所長
H28.1.21～H28.9.30 東京空港整備事務所
建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１
東京国際空港西旅客ターミナル地区エプロン土質調査 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
H28.2.15～H28.9.30 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A滑走路南側護岸土質調査 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
H28.3.2～H28.9.30 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

94.5%
東京都港区芝浦３－７－９

東京都中央区勝どき１－１３－１
H27.8.6

株式会社日本空港コンサルタンツ

H27.10.6
日本工営株式会社東京支店 一般競争入札

（総合評価）
25,341,920 24,840,000

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）

76.8%

日本海洋コンサルタント株式会社
47,987,871 45,360,000

平成２７年１２月分該当無し

平成２７年１１月分該当無し

平成２７年９月分該当無し

H27.8.4

98.0%
東京都千代田区九段北１－１４－６

H28.1.21
一般競争入札
（総合評価）

33,891,136 24,948,000 73.6%

東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地

株式会社オリエンタルコンサル
タンツ関東支店
東京都渋谷区本町３-１２-１

H28.1.21

パシフィックコンサルタンツ株式会
社首都圏本社 一般競争入札

（総合評価）
31,860,721 25,596,000 80.3%

27,864,000
一般競争入札
（総合評価）

36,263,310

83.6%
千葉市花見川区幕張本郷１－３０－５

H28.3.2

興亜開発株式会社　関東支店
東京都墨田区江東橋五丁目3番13号

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
49,102,749 42,660,000 86.9%

H28.2.15
千葉エンジニアリング株式会社

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
45,576,710 38,124,000



（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Ａ滑走路南側ＲＥＳＡ用地造成技術基礎調査 分任支出負担行為担当官

東京国際空港のＡ滑走路南側における滑走路端安全区域 東京空港整備事務所長

H27.4.10～H27.9.25 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

東京国際空港滑走路・誘導路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
H27.4.10～H28.3.25 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Ａ誘導路及びＧ誘導路他地盤改良設計 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

H27.4.22～H27.10.30 東京空港整備事務所

建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港再拡張事業事後評価検証業務 分任支出負担行為担当官

東京空港整備事務所長

H27.6.17～H28.1.29 東京空港整備事務所

建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港Ａ滑走路南側地区施工法検討業務 分任支出負担行為担当官

東京空港整備事務所長

H27.6.30～H27.12.25 東京空港整備事務所

建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港周辺海域水環境再生方策調査 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

H27.7.6～H28.3.25 東京空港整備事務所

建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港土砂活用検討業務 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

H27.7.6～H28.2.26 東京空港整備事務所

建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港機能強化施設施工技術検討業務 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

H27.8.7～H28.3.25 東京空港整備事務所

建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

東京国際空港周辺海域生物生息環境改善計画策定業務 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

H27.9.3～H28.3.28 東京空港整備事務所

建設コンサルタント等 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・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

H27.9.11～H28.3.11 東京空港整備事務所

建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

平成２７年５月分該当無し

一般財団法人
東京都内湾漁業環境整備協会 会計法第29条の３第４項

48,854,855 48,384,000 99.0%

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）

49,464,000 99.3%49,821,096

99.7%14,755,932 14,711,760

36,288,000

35,773,929

36,397,393

H27.7.6

H27.7.6

H27.9.11

東京都中央区入船３－１０－９

会計法第29条の３第４項
38,390,795

理由は別紙２－６のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

一般社団法人
水底質浄化技術協会

H27.8.7

H27.9.3

一般財団法人
東京都内湾漁業環境整備協会

会計法第29条の３第４項

平成２７年１０月分該当無し

一般財団法人
みなと総合研究財団 会計法第29条の３第４項

理由は別紙２－７のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

東京都港区虎ノ門３－１－１０ 理由は別紙２－１０のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

東京都港区港南４－７－８ 理由は別紙２－９のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

一般財団法人
港湾空港総合技術センター 会計法第29条の３第４項
東京都千代田区霞が関３－３－１ 理由は別紙２－８のとおり

（簡易公募型プロポーザル）

29,829,349 29,700,000 99.6%

37,800,000

99.7%

98.5%

39,960,000 98.4%

99.3%

33,805,379 32,184,000 95.2%

9,396,0009,462,807

40,623,129

34,981,200 97.8%

一般財団法人沿岸技術研究センター
H27.4.10

東京都港区西新橋１－１４－２

H27.4.22

東京都中央区勝どき１－１３－１

東京都千代田区霞が関３－３－１

一般財団法人
港湾空港総合技術センター

東京都千代田区岩本町３－８－１５

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

H27.6.17

H27.6.30

H27.4.10
株式会社日本空港コンサルタンツ

復建調査設計株式会社東京支社 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）

東京都千代田区永田町２－１０－３
株式会社三菱総合研究所

理由は別紙２－４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２－３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



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

東京国際空港西旅客ターミナル地区エプロン改良施工法調査 分任支出負担行為担当官

東京空港整備事務所長

H27.11.16～H28.3.25 東京空港整備事務所

建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港３－３－１

H27.11.16
会計法第29条の３第４項

理由は別紙２－１１のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

平成２８年３月分該当無し

平成２８年２月分該当無し

平成２７年１２月分該当無し

平成２８年１月分該当無し

東京都千代田区霞が関３－３－１

一般財団法人
港湾空港総合技術センター

19,785,60019,965,162 99.1%



（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 7,534,944
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２７年６月分該当無し

H27.7.29
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

平成２７年９月分該当無し

平成２７年１１月分該当無し

東京空港整備事務所新庁舎ＬＡＮケーブ
ル・電話線等配線

東京空港整備事務所机他購入

82.6%6,998,400

85.2%

株式会社エンターオン
東京都台東区台東４－２９－１３

7,191,885 3,979,800

1,079,072 627,912

53.3%7,931,196 4,225,381

55.3%

単価契約

8,468,272

58.2%

10,138,915 8,640,000
東京都品川区東五反田２－１８－
１

一般競争入札

H27.12.9

H28.1.27
株式会社Lee･ネットソリューションズ

東京都中央区日本橋茅場町３－１
２－２

株式会社日本総合研究所
一般競争入札

一般競争入札

平成２８年２月分該当無し

平成２８年３月分該当無し

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

H27.4.1
三陽自動車株式会社

東京国際空港浅場造成灯浮標保守点検 一般競争入札
東京都江東区潮見１－２１－９

H27.4.1
株式会社マリテックス

平成２７年５月分該当無し

平成２７年８月分該当無し

平成２７年１０月分該当無し



（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２７年１１月分該当無し

平成２７年４月分該当無し

平成２７年８月分該当無し

平成２７年９月分該当無し

平成２７年１０月分該当無し

平成２７年１２月分該当無し

平成２７年５月分該当無し

平成２７年６月分該当無し

平成２７年７月分該当無し

平成２８年３月分該当無し

平成２８年２月分該当無し

平成２８年１月分該当無し



別紙２－１

東京空港

平成２７年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港Ａ滑走路南側ＲＥＳＡ用地造成技術基礎調査

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。

記

　本業務は、東京国際空港のＡ滑走路南側における滑走路端安全区域（以下、RESA
（Runway end safety areas））に必要な用地造成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、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２－２

東京空港

記

　本業務は、平成27年度以降に実施・計画している東京国際空港の滑走路・誘導路等整備

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。

平成２７年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港滑走路・誘導路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。



別紙２－３

東京空港

平成２７年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港Ａ誘導路及びＧ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。

記

　本業務は、東京国際空港のＡ誘導路及びＧ誘導路他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。



別紙２－４

東京空港

記

　本業務は、東京国際空港再拡張事業における事後評価のため、整備効果のとりまとめを

行うものである。

　株式会社三菱総合研究所は、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２７年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港再拡張事業事後評価検証業務

本件は、下記理由により、株式会社三菱総合研究所と随意契約したい。



別紙２－５

東京空港

記

本業務は、東京国際空港のＡ滑走路南側区域における施工法検討を行うものである。

　一般財団法人　港湾空港総合技術センターは、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２７年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港Ａ滑走路南側地区施工法検討業務

本件は、下記理由により、一般財団法人　港湾空港総合技術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、東京国際空港周辺海域の水環境再生を図ることを目的として、環境に関する基

盤調査を実施したうえで、生物環境の改善に資する施設における環境改善効果の検証を行

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、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２７年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港周辺海域水環境再生方策調査

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。



別紙２－７

東京空港

記

本業務は、東京国際空港の際内トンネルのシールドトンネル及びアプローチ部から発生す

る建設残土の有効利用について検討する業務である。

　一般社団法人水底質浄化技術協会は、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、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２７年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港土砂活用検討業務

本件は、下記理由により、一般社団法人水底質浄化技術協会と随意契約したい。



別紙２－８

東京空港

記

本業務は、東京国際空港の機能強化施設である際内トンネルのシールドトンネル部および

アプローチ部の施工に係る課題整理および委員会の開催を行う業務である。

　一般財団法人港湾空港総合技術センターは、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２７年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港機能強化施設施工技術検討業務

本件は、下記理由により、一般財団法人港湾空港総合技術センターと随意契約したい。



別紙２－９

東京空港

記

本業務は、東京国際空港D 滑走路周辺における現況調査を実施したうえで、D 滑走路工事

関連で整備した施設における生物生息地としての効果の検証を行い、生物生息地を新たに

整備する場合に有効と考えられる方法に関する計画策定を行うものである。

　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、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２７年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港周辺海域生物生息環境改善計画策定業務

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。



別紙２－１０

東京空港

記

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を行い、東京国際空港再拡張事業に係る環
境監視委員会に必要となる資料の作成等を行うものである。

　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、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２７年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港環境監視の検証・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。



別紙２－１１

東京空港

平成２７年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港西旅客ターミナル地区エプロン改良施工法調査

本件は、下記理由により、一般財団法人 港湾空港総合技術センターと随意契約したい。

記

本業務は、東京国際空港西旅客ターミナル地区エプロン改良（耐震改良及び舗装改良）に

係る施工法について基礎調査を行うものである。

　一般財団法人 港湾空港総合技術センターは、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。
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