
（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

法人番号
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

R2.4.1～R3.3.31 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

東京国際空港発注補助業務 分任支出負担行為担当官

東京国際空港の対象工事現場（調査現場を含む） 東京空港整備事務所長

R2.4.1～R3.3.31 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

東京国際空港施工状況確認補助業務 分任支出負担行為担当官
東京国際空港の対象工事現場（調査現場を含む）及び調査職員が指定する場所 東京空港整備事務所長

R2.4.1～R4.3.31 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 東京都千代田区霞が関3-3-1
東京国際空港設計・調査資料作成業務 分任支出負担行為担当官

東京空港整備事務所長

R2.4.1～R3.3.31 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 三洋テクノマリン株式会社
R2.4.10～R2.10.20 東京空港整備事務所 東京都中央区日本橋堀留町1-3-17

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 三洋テクノマリン株式会社
R2.4.10～R3.3.26 東京空港整備事務所 東京都中央区日本橋堀留町1-3-17

測量・調査 東京都大田区羽田空港3-3-1

東京国際空港建設資材等価格調査 分任支出負担行為担当官

東京空港整備事務所長

R2.4.10～R3.3.31 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

東京国際空港基準点測量及び施設・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

R2.4.13～R3.2.26 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滑走路動態観測調査等業務 分任支出負担行為担当官

東京空港整備事務所長

R2.4.17～R3.3.26 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滑走路南側用地実施設計 分任支出負担行為担当官

東京都大田区羽田空港 東京空港整備事務所長

R2.4.17～R2.9.30 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

東京国際空港施工状況確認補助業務
(一財)港湾空港総合技術センター・（株）
建設リスク研究所設計共同体

5010005002705

東京都目黒区青葉台3-10-1

R2.4.1

－

R2.4.17

R2.4.1

2010001016851

R2.4.10

東京都大田区羽田4-16-10

一般財団法人港湾空港総合技術センター

一般競争入札
（総合評価）

95.2%

98.3%8010801007202

R2.4.1
一般財団法人港湾空港総合技術センター

東京都千代田区霞が関3-3-1
68,183,314

27,203,985

14,984,319 12,364,000

26,730,000
中央工営株式会社

東京都千代田区霞が関3-3-1

28,050,927

株式会社パスコ  東京支店

R2.4.17

R2.4.1

R2.4.10 2010001044539

一般財団法人経済調査会

R2.4.13

R2.4.10

49,916,918

7,920,000

16,280,000

78,325,209

52,250,000

8,971,320

88.1%

81.3%20,025,629

97.9%

94.7%

64,900,000

82.5%

88.3%

484,000,000

76,670,000

511,331,576

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
2010001044539

一般競争入札
（総合評価）

一般競争入札
（総合評価）

一般競争入札
（総合評価）

96.1%

5010005002705

27,280,000 97.3%

5013201004656
指名競争入札

（簡易公募型競争入札）
（総合評価）

44,000,000

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）

54,357,233

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）

東京都港区新橋6-17-15
1010005002667

一般財団法人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）

日本工営株式会社 東京支店
東京都千代田区九段北1-14-6

一般競争入札
（総合評価）

2010005018571
東京都港区西新橋1-14-2



（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

法人番号
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

東京国際空港周辺海域環境調査 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 三洋テクノマリン株式会社
R2.4.17～R3.3.26 東京空港整備事務所 東京都中央区日本橋堀留町1-3-17

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浅場造成工事 分任支出負担行為担当官 りんかい日産建設株式会社
東京都大田区羽田空港　東京国際空港地先 東京空港整備事務所長 東京土木支店
R2.4.20～R2.10.16 東京空港整備事務所 東京都港区芝2-3-8
港湾等しゅんせつ工事 東京都大田区羽田空港3-3-1

東京国際空港舗装等撤去工事 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 鹿島道路株式会社　東京支店
R2.4.20～R2.5.29 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

東京国際空港際内トンネル技術資料作成業務 分任支出負担行為担当官 パシフィックコンサルタンツ株式会社
東京国際空港内 東京空港整備事務所長 首都圏本社
R2.5.29～R2.12.11 東京空港整備事務所 東京都千代田区神田錦町3-22
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滑走路他舗装実施設計 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

R2.5.29～R3.1.15 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Ｎ地区護岸実施設計 分任支出負担行為担当官 パシフィックコンサルタンツ株式会社
東京都大田区羽田空港 東京空港整備事務所長 首都圏本社
R2.7.14～R3.1.29 東京空港整備事務所 東京都千代田区神田錦町3-22
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 千葉エンジニアリング株式会社
R2.8.７～R3.3.19 東京空港整備事務所 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸2-1-31

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現況調査（その２） 分任支出負担行為担当官

東京都大田区羽田空港地先他 東京空港整備事務所長 株式会社 エコー
R2.9.29～R4.10.28 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A滑走路南側航空保安施設用地他検討業務 分任支出負担行為担当官 パシフィックコンサルタンツ株式会社
東京都大田区羽田空港 東京空港整備事務所長 首都圏本社
R2.10.6～R3.3.12 東京空港整備事務所 東京都千代田区神田錦町3-22
建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港3-3-1

R2.4.17

R2.7.14

R2.4.20

2010001044539

東京都文京区後楽1-7-27

275,160,865

8013401001509

R2.9.29

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）

2040001004531

52,639,994

54,191,032

2010501016723
東京都台東区北上野2-6-4

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
30,338,016R2.10.6

82.9%

24,530,000

8013401001509

R2.8.7

25,003,195

14,300,000

41,800,000

8013401001509

244,354,000

20,592,000

97.4%

82.4%

52,800,000

16,106,167

13,882,818

80.2%

92.0%

95.1%

12,925,000

95.0%

13,200,000

80.9%

15,050,587

88.8%

45,411,181

43,648,000

R2.4.20

R2.5.29

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）

2010001016851

3010401031409

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）

一般競争入札
（総合評価）

令和２年６月分該当無し

R2.5.29

1010001001805

一般競争入札
（総合評価）

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）

日本工営株式会社 東京支店
東京都千代田区九段北1-14-6

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）



（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

法人番号
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

東京国際空港穴守橋東交差点舗装等工事 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 大成ロテック株式会社　南関東支社
R2.10.19～R4.2.18 東京空港整備事務所 東京都江東区塩浜2-7-20
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Ｎ地区排水実施設計 分任支出負担行為担当官

東京都大田区羽田空港 東京空港整備事務所長 株式会社日本空港コンサルタンツ

R2.10.23～R3.3.24 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

R2.12.7～R3.2.26 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

東京国際空港舗装技術検討業務 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

R2.12.28～R3.3.26 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

東京国際空港排水対策検討業務 分任支出負担行為担当官

東京都大田区羽田空港 東京空港整備事務所長

R2.12.28～R3.3.26 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Ａ誘導路及びＢ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

R3.1.28～R3.10.8 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
東京国際空港東側ターミナル地区東西連絡通路（東側）詳細設計他業務 分任支出負担行為担当官 パシフィックコンサルタンツ株式会社

東京空港整備事務所長 首都圏本社
R3.2.9～R3.8.30 東京空港整備事務所 東京都千代田区神田錦町3-22
建設コンサルタント等 東京都大田区羽田空港3-3-1

東京国際空港東側ターミナル地区土質調査 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 川崎地質株式会社 首都圏事業本部

R3.2.19～R3.9.30 東京空港整備事務所 東京都港区三田2-11-15 
測量・調査 東京都大田区羽田空港3-3-1

4,811,225 4,620,000

令和２年１１月分該当無し

5010001075465

4010001034835

東京都中央区勝どき1-13-1

日本工営株式会社 東京支店

東京都千代田区岩本町3-8-15
復建調査設計（株）東京支社

4240001010433

42,692,643

97.2%

96.0%

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）

23,100,00024,012,558

41,234,499

一般競争入札
（総合評価）

196,977,000

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）

15,400,000

R2.12.28

東京都千代田区麹町5-4

千葉市美浜区稲毛海岸2-1-31

R3.2.19

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
R3.1.28

日本工営株式会社 東京支店

R3.2.9

R2.10.19

R2.12.7

29,103,715 27,500,000

84.2%30,140,000

33,000,000

42,350,000

7010401037591

90.1%177,540,000

2010001016851

94.5%2010001016851

千葉エンジニアリング株式会社

東京都千代田区麹町5-4

15,841,686

96.2%

99.2%

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）

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）

35,809,786

80.0%

2040001004531

8013401001509

R2.12.28

R2.10.23



（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

法人番号
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

東京国際空港東側ターミナル地区外測量業務 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

R3.2.26～R3.8.31 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地区護岸改良工事 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

R3.3.2～R4.1.31 東京空港整備事務所 東京都文京区後楽2-6-1
空港等土木工事 東京都大田区羽田空港3-3-1

東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装設計 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

R3.3.16～R3.10.29 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

東京国際空港西側貨物地区エプロン地盤改良設計 分任支出負担行為担当官

東京空港整備事務所長

R3.3.16～R3.10.29 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

251,680,000279,181,498

5013201004656

R3.3.2

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）

一般競争入札
（総合評価）

R3.3.16

R3.2.26

五洋建設株式会社　東京土木支店

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）

復建調査設計（株）東京支社
4240001010433

2010001016851
日本工営株式会社 東京支店

90.1%

27,280,000 85.3%

5,533,0006,963,000 79.5%

31,970,142

96.6%23,922,152

東京都目黒区東山2-13-5

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
東京都千代田区岩本町3-8-15

1010001000006

23,100,000
東京都千代田区麹町5-4

R3.3.16



（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

法人番号
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

東京国際空港基本施設他整備総合工程調査業務 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 株式会社日本空港コンサルタンツ

R2.4.15～R3.3.19 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Ｄ滑走路建設技術検証等業務 分任支出負担行為担当官

東京空港整備事務所長

R2.4.15～R3.2.26 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

東京国際空港周辺海域水環境再生検討調査 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

R2.8.7～R3.3.25 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環境改善方策分析業務 分任支出負担行為担当官

東京空港整備事務所長

R2.10.6～R3.3.26 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

東京国際空港空港アクセス鉄道基盤施設整備概略検討業務 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

R2.10.12～R3.2.26 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 東京都港区西新橋1-14-2

令和２年７月分該当無し

東京国際空港空港アクセス鉄道基盤施
設整備概略検討業務 沿岸技術研究セ
ンター・日本工営・日本シビックコンサル
タント　設計共同体

R2.8.7

東京都港区虎ノ門3-1-10
一般財団法人みなと総合研究財団

令和２年１２月分該当無し

令和２年１１月分該当無し

R2.10.6

一般財団法人東京都内湾漁業環境整備協会

R2.4.15

2010005018571

－

8010405009702

5010001075465

R2.10.12

R2.4.15

1010405008982
東京都港区港南4-7-8

63,292,656
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
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２－４のとおり

（簡易公募型プロポーザル）

一般財団法人沿岸技術研究センター

理由は別紙２－１のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

理由は別紙２－２のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

97.7%

99.6%

東京都中央区勝どき1-13-1
36,300,00037,147,748

会計法第２９条の３第４項
24,955,723

会計法第２９条の３第４項

東京都港区西新橋1-14-2
24,860,000

62,700,000

#DIV/0!

#DIV/0!

99.1%

20,240,000 97.5%

46,810,412 98.0%

#DIV/0!

#DIV/0!

45,870,000

20,755,496

令和２年９月分該当無し

令和２年５月分該当無し

令和２年６月分該当無し



（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

法人番号
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

令和３年１月分該当無し

令和３年２月分該当無し

#DIV/0!

令和３年３月分該当無し



別紙２－１

東京空港

令和２年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港基本施設他整備総合工程調査業務

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、令和２年度以降に実施・計画している東京国際空港の基本施設整備実施に伴

う工程作成、実施計画の作成及び東京国際空港の制限区域内を通行する工事車両等の利用

実態を確認する交通量等調査をおこなうものである。

　株式会社日本空港コンサルタンツは、本業務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２－２

東京空港

令和２年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港Ｄ滑走路建設技術検証等業務

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

　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。

　本業務は、「東京国際空港Ｄ滑走路建設外工事（以下、「建設工事」という。）で建

設・引渡しされたＤ滑走路（埋立部、桟橋部、埋立／桟橋接続部、連絡誘導路部）の基本

施設、付帯施設、基盤施設、航空保安施設（基礎）、進入灯橋梁及び係留施設について、

当局から提供する資料をもとに分析・整理、および検証結果の取りまとめを行う。また、

今後の国の動態観測および維持管理マニュアルの合理化・効率化について、当局から提供

する資料をもとに整理し、提案するための資料作成を行うものである。なお、本業務は、

学識経験者・関係官公庁等で構成する検討会の意見や提言を踏まえながら実施するもので

ある。

　また、記録誌の原稿作成を行うものである。



別紙２－３

東京空港

令和２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検討調査

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。

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、多摩川河口域

において現況調査及び基盤調査を実施したうえで、水環境再生に向けた方策の検討を行う

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、本業務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

令和２年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港周辺海域環境改善方策分析業務

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

　本業務は、東京国際空港に係る今後の水環境再生の計画及び対策の検討に資する基

礎資料の整理を目的として、過年度実施した環境監視結果及び環境改善施策の整理・

分析を行うものである。

　一般財団法人みなと総合研究財団は、本業務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２－５

東京空港

記

本業務は、東京国際空港の空港アクセス鉄道の基盤施設整備に先立ち、整備手順等の概略

検討を行い、概算工費、概略工程等を整理するものである。

　東京国際空港空港アクセス鉄道基盤施設整備概略検討業務沿岸技術研究センター・日本
工営・日本シビックコンサルタント設計共同体は、本業務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。

令和２年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港空港アクセス鉄道基盤施設整備概略検討業務

本件は、下記理由により、東京国際空港空港アクセス鉄道基盤施設整備概略検討業務沿岸
技術研究センター・日本工営・日本シビックコンサルタント設計共同体と随意契約した
い。



（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

法人番号
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

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 りんかい日産建設株式会社
東京空港整備事務所長 東京土木支店
東京空港整備事務所 東京都港区芝2-3-8
東京都大田区羽田空港３－３－１

令和２年９月分該当無し

東京国際空港監督船用船（その２） 一般競争入札

東京都品川区東五反田2-18-1
4010701026082

73.8%

R2.5.25

7010601020802

8,018,547

6120001159768

3010401031409

一般競争入札

1,207,911 891,000

7,700,000

12,607,887

単価契約
予定調達総額

10,692,000

108,344

96.0%

97.7%

99.9%

12,320,000

単価契約
予定調達総額

10,596,762

東京空港整備事務所車両管理業務 一般競争入札
大阪府守口市八雲東町2-82-22

R2.4.1
国内ロジスティクス株式会社

R2.4.1東京国際空港灯浮標保守点検 一般競争入札
東京都江東区潮見1-21-9
株式会社マリテックス

令和２年１０月分該当無し

R2.4.10
株式会社日本総合研究所

令和２年７月分該当無し

令和２年６月分該当無し

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

令和２年８月分該当無し

108,240

令和２年１１月分該当無し



（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

法人番号
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

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 帝國纎維株式会社

東京空港整備事務所 東京都中央区日本橋2-5-1

東京都大田区羽田空港３－３－１

株式会社マリテックス

一般競争入札 4,840,000

令和３年２月分該当無し

7010601020802R3.1.15 一般競争入札

東京空港整備事務所ソフトウェアライセンス購入
株式会社トシダ

5020001015536R3.1.26

東京空港整備事務所爆発物検知器（携帯型）他購
入

横浜市西区伊勢町1-15

令和３年３月分該当無し

99.9%
東京都江東区潮見1-21-9

98.6%

7,306,102 7,301,800

6,556,000 92.0%7,128,000

4,774,000

東京国際空港灯浮標修理

令和２年１２月分該当無し

R3.1.29 7010001034840 一般競争入札



（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

法人番号
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

令和２年１２月分該当無し

令和３年１月分該当無し

令和２年１０月分該当無し

令和２年８月分該当無し

令和２年５月分該当無し

令和２年６月分該当無し

令和２年７月分該当無し

令和２年１１月分該当無し

令和３年３月分該当無し

令和２年４月分該当無し

令和２年９月分該当無し

令和３年２月分該当無し
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