
（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 東京空港整備事務所長
H29.4.3～H30.3.30 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
東京国際空港監督補助業務 分任支出負担行為担当官
東京国際空港の対象工事現場 東京空港整備事務所長
H29.4.1～H31.3.31 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
H29.4.3～H30.3.30 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
H29.4.3～H30.3.30 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
H29.4.3～H30.3.30 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
H29.4.5～H30.3.16 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
H29.4.7～H30.3.30 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
H29.4.11～H29.9.15 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
H29.4.11～H30.3.23 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
H29.4.19～H30.3.28 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Ｃ滑走路南側航空保安施設用地造成沈下解析業務 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
H29.4.19～H29.9.29 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Ｎ地区エプロン他実施設計 分任支出負担行為担当官 株式会社日本空港コンサルタンツ
東京国際空港内 東京空港整備事務所長 首都圏本社
H29.4.19～H29.12.15 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

424,440,000

25,876,283

一般競争入札
（総合評価）

10,079,553 9,234,000

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）

株式会社パスコ　東京支店

5010001075465

2010501016723

95.4%

82.2%

一般競争入札
（総合評価）

69,120,000

81.5%

91.6%

23,490,000

一般財団法人経済調査会

東京都中央区勝どき1-13-1

5010001075465

70,594,746

14,040,000

201005018571

14,024,548

5011101012993

82,421,844

東京都中央区勝どき1-13-1

5010005002705

日本工営株式会社　東京支店

東京都新宿区西早稲田3-13-5

東京都港区新橋6-17-15

28,560,288

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）

2010001016851

H29.4.3

H29.4.3

H29.4.3
一般財団法人沿岸技術研究センター 一般競争入札

（総合評価）

東京都世田谷区駒沢3-15-1

株式会社日本空港コンサルタンツ

東京都港区西新橋1-14-2

一般競争入札
（総合評価）東京都千代田区霞が関3-3-1

8010801007202
東京都大田区羽田4-16-10

株式会社エコー
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）

H29.4.11

東京都台東区北上野2-6-4

1010005002667

5013201004656

H29.4.7

H29.4.19

H29.4.19
いであ株式会社 一般競争入札

（総合評価）

H29.4.11

H29.4.19

14,720,961

28,296,000

37,375,372

80.9%

35,121,600 94.0%

一般競争入札
（総合評価）

28,314,528 82.0%23,220,000

11,340,000

東京都目黒区東山1-1-2
12,279,600 10,962,000 89.3%

7010901005494

東京都千代田区九段北1-14-6

34,728,848

93.4%

24,192,000

99.8%

77,004,000

97.9%

93.5%

一般競争入札
（総合評価）

425,159,701

H29.4.5
中央開発株式会社　東京支社

H29.4.3
東京都千代田区霞が関3-3-1

H29.4.3
中央工営株式会社

一般財団法人港湾空港総合技術センター
5010005002705
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公共工事の名称、場所、期間及び種別
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その所属する部局の名称及
び所在地
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日
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東京国際空港国際線地区構内道路切替他整備検討業務 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
H29.4.25～H29.12.15 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A滑走路南側他地下構造物耐震改良実施設計 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
東京国際空港内 東京空港整備事務所長 首都圏本社
H29.5.2～H30.1.30 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Ａ滑走路南側付帯施設他構造検討業務 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
東京国際空港内 東京空港整備事務所長 首都圏本社
H29.7.11～H30.3.20 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滑走路動態観測調査等業務 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 首都圏本社
H29.7.26～H30.3.9 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
H29.8.4～H30.3.16 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
H29.8.9～H30.8.31 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
東京国際空港際内トンネル施工技術検討業務 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
H29.8.9～H30.3.23 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
H29.8.30～H30.3.15 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
H29.9.12～H30.3.13 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地区南側エプロン他改良設計 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
H29.9.12～H30.3.23 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
東京国際空港東側貨物地区エプロン土質調査 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国際空港内 東京空港整備事務所長 首都圏本社
H29.9.26～H30.3.15 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

22,746,961

40,500,000

一般競争入札
（総合評価）

株式会社オリエンタルコンサルタンツ
4011001005165

東京都渋谷区本町3-12-1

8013401001509

81.7%

28,080,000 92.7%

一般財団法人港湾空港総合技術センター

9010601010479

43,508,198 39,636,000 91.1%
東京都千代田区神田錦町3-22

2010001016851

5010001075465

8013401001509

5013201004656 29,395,456

H29.9.26
指名競争入札

（簡易公募型競争入札）
（総合評価）

H29.8.30

5010005002705

505,232,901

4,431,880

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）

41,845,850
東京都千代田区神田錦町3-22

96.8%

H29.5.2
東京都千代田区神田錦町3-22

H29.4.25

一般競争入札
（総合評価）

35,338,049 28,814,400 81.5%

一般競争入札
（総合評価）

15,388,503 15,120,000 98.3%

25,920,000

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
57,033,149

東京都墨田区江東橋5-3-13
49,680,000

31,734,839

87.1%

H29.9.12
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

東京都中央区勝どき1-13-1

30,305,251
一般競争入札
（総合評価）

H29.9.12
株式会社日本空港コンサルタンツ 一般競争入札

（総合評価）

90.0%

99.9%

26,460,000

4,428,000

457,380,000 90.5%

22,140,000 97.3%

興亜開発株式会社　関東支店

一般競争入札
（総合評価）

大成ロテック株式会社　南関東支社

株式会社パスコ　東京支店

一般競争入札
（総合評価）東京都千代田区霞が関3-3-1

東京都江東区塩浜2-7-20

平成２９年６月分該当無し

H29.8.4

東京都千代田区神田錦町3-22

東京都目黒区東山1-1-2

H29.7.26

H29.7.11 8013401001509

8013401001509

H29.8.9

H29.8.9 4010001034835
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東京国際空港西側貨物地区エプロン土質調査 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
H29.9.26～H30.3.15 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
東京国際空港北側貨物地区エプロン土質調査 分任支出負担行為担当官 株式会社東京ソイルリサーチ　
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 東京支店
H29.9.26～H30.3.15 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（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
H29.9.29～H30.3.30 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
東京国際空港国際線地区エプロン舗装解析業務 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
H29.10.11～H30.1.31 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

東京国際空港地盤基礎資料整理業務 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
H29.12.12～H30.3.30 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

東京国際空港西側整備地区エプロン土質調査（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
H30.3.14～H30.9.28 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

平成２９年１１月分該当無し

3013201006646

6010601028929

H29.9.26
東京都目黒区青葉台3-6-16

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
H29.9.29

日本海洋コンサルタント株式会社
指名競争入札

（簡易公募型競争入札）
（総合評価）

4,997,136 4,860,0002010001016851
一般競争入札
（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

東京都千代田区岩本町3-8-15

84.9%

97.3%

53,460,000 99.0%

99.9%29,592,000
千葉市花見川区幕張本郷1-30-5

2040001004531

53,989,056

H29.10.11

H29.9.26
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）
29,617,957

27,096,432 23,004,000

46,548,000 99.1%
東京都千代田区岩本町3-8-15

H30.3.14
復建調査設計株式会社　東京支社

指名競争入札
（簡易公募型競争入札）

（総合評価）
46,992,6554240001010433

復建調査設計株式会社　東京支社 一般競争入札
（総合評価）

17,172,000 79.8%21,519,261

平成３０年２月分該当無し

4240001010433

平成３０年１月分該当無し

H29.12.12



（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

東京国際空港建設副産物検討業務 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

東京国際空港内 東京空港整備事務所長 首都圏本社

H29.4.20～H30.3.23 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

東京国際空港旧整備場地区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 東京空港整備事務所長

H29.4.28～H30.3.23 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

東京国際空港舗装補修検討業務 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

H29.5.17～H30.3.23 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

H29.6.29～H30.3.23 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生生物多様化方策検討業務 分任支出負担行為担当官

東京都大田区羽田空港地先 東京空港整備事務所長

H29.9.8～H30.3.23 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J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

H29.10.20～H30.3.30 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

99.9%
東京都千代田区神田錦町3-22

東京都千代田区九段北1-14-6

平成２９年１１月分該当無し

H29.5.17
日本工営株式会社　東京支店

東京都港区港南4-7-8 理由は別紙２－５のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

99.9%

H29.9.8

40,952,684

1010405008982

復建調査設計株式会社　東京支社

東京都千代田区岩本町3-8-15

会計法第２９条の３第４項
39,533,592

一般財団法人東京都内湾漁業環境整備協会

理由は別紙２－６のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

98.9%

40,932,000

44,928,000
会計法第２９条の３第４項

99.6%28,296,000

37,800,000

99.7%

96.3%
株式会社日本空港コンサルタンツ 会計法第２９条の３第４項

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
73,440,000

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

理由は別紙２－３のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

東京都中央区勝どき1-13-1

28,399,965

39,253,246

2010001016851

1010405008982

理由は別紙２－２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

44,958,161

39,096,000

73,667,397

H29.4.20

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）

H29.4.28

8013401001509

4240001010433

5010001075465

H29.10.20

H29.6.29

平成２９年１２月分該当無し

平成３０年１月分該当無し

平成２９年８月分該当無し

平成２９年７月分該当無し

平成３０年２月分該当無し



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

平成３０年３月分該当無し



別紙２－１

東京空港

記

本業務は、東京国際空港内の際内トンネル事業にて発生する建設副産物の有効活用・再生

利用を推進するための検討および土質試験・分析を行うとともに、関係法令に基づく調査

および届出書作成を実施するものである。

　パシフィックコンサルタンツ株式会社首都圏本社は、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２９年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港建設副産物検討業務

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首都圏本社と随意契約したい。



別紙２－２

東京空港

記

本業務は、平成２９年度以降に実施・計画している東京国際空港の旧整備場地区等整備の

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、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２９年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港旧整備場地区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

記

本業務は、東京国際空港におけるＰＣ舗装の現地調査を行い、補修設計及び施工計画等を

行うものである。また、併せて有識者による技術検討会の設置運営を行うものである。

　日本工営株式会社 東京支店は、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２９年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港舗装補修検討業務

本件は、下記理由により、日本工営株式会社 東京支店と随意契約したい。



別紙２－４

東京空港

平成２９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、環境に関する

基盤調査を実施したうえで、東京国際空港Ｃ滑走路沖浅場の現状特性の把握及び水環境再

生方策に係る検討を行う。

　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。



別紙２－５

東京空港

平成２９年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港周辺海域水生生物多様化方策検討業務

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、東京国際空港周辺の水環境再生を図ることを目的として、東京国際空港D滑走

路周辺海域における現況調査を実施した上で、水生生物の多様化に資する方策を検討する

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。



別紙２－６

東京空港

記

本業務は、東京国際空港のJ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 東京支社は、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２９年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港Ｊ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 東京支社と随意契約したい。



（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
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

一般競争入札

株式会社Lee.ネットソリューションズ
一般競争入札7010001123651

8010001073697

平成３０年２月分該当無し

5,587,423

平成２９年５月分該当無し

平成３０年３月分該当無し

H29.11.29
株式会社アイテックス

一般競争入札 5,007,031
東京都中央区日本橋人形町3-4-5

平成３０年１月分該当無し

東京空港整備事務所会議テーブル他購入

平成２９年１０月分該当無し

平成２９年１２月分該当無し

平成２９年７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

平成２９年８月分該当無し

株式会社日本総合研究所
H29.6.13

H29.4.3 株式会社マリテックス 8,332,181

東京空港整備事務所乗合自動車交換購入 H29.4.13
三菱ふそうトラック・バス(株)

7010601020802

7020001078696

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

H29.4.3
三陽自動車株式会社

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

6,088,003 3,453,840

単価契約
予定調達総額

9,046,080

7,168,292

東京都中央区日本橋堀留町1-10-15

4,293,671

97.1%8,091,360

東京都品川区東五反田2-18-1

1,103,021 753,840 68.3%

98.7%8,316,0008,424,954

2010601040490

77.9%

4010701026082

56.7%

85.8%

一般競争入札
神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2   

東京空港整備事務所サーバ他購入（その
２）

H29.9.20



（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

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
東京空港整備事務所
東京都大田区羽田空港３－３－１

平成３０年３月分該当無し

会計法第２９条の３第４項
4,709,220 4,698,000 99.8%

理由は別紙４－１のとおり
8013401001509

東京都千代田区神田錦町3-22

平成２９年４月分該当無し

平成２９年５月分該当無し

平成２９年６月分該当無し

平成２９年７月分該当無し

平成２９年８月分該当無し

東京国際空港Ａ滑走路保安施設用地基礎及び上部
等工事設計内容確認業務（その２）

平成３０年２月分該当無し

平成２９年９月分該当無し

平成３０年１月分該当無し

平成２９年１０月分該当無し

平成２９年１１月分該当無し

H29.12.11



別紙４－１

東京空港

　本業務は、東京国際空港A滑走路保安施設用地基礎及び上部等工事の適切な施工と良好な品質
確保を目的に、施工業者、その設計を担当したコンサルタント、発注者が参加する「三者会議」
に参加し、設計意図の伝達等を行うものである。
　「三者会議」とは、工事施工段階において、設計意図の伝達及び情報共有を図るものであり、
設計者からの設計意図の説明、発注者からは施工上の留意事項の説明、施工者からは設計図書
への質問や現場条件に適した施工技術の説明等を行い、それらに関する質疑応答を通じて、参
加者間の情報を共有し、工事の手戻り防止等を図るものである。当該会議の目的を履行するた
めには、当該工事の設計図書に対し専門的技術力等を駆使して、発注者の要請に適切かつ迅速
に対応する必要がある。
　本業務は、前述のとおり受注者が「三者会議」の設計者として会議に参加するものであり、
当該工事の詳細設計を実際に担当した者でなければ、当該会議において設計意図の明確な説明
や施工者からの質問等に対する適切かつ迅速な対応ができないものと判断される。
　パシフィックコンサルタンツ株式会社首都圏本社は、過年度に当該工事に係る実施設計を実
施していることから、業務の履行にあたり参照した情報、履行の経緯等を熟知しており、設計
意図を的確に伝達することができる唯一の者である。
　以上のことから、会計法第29条の3第4項により、パシフィックコンサルタンツ株式会社首都
圏本社と随意契約するものである。

平成２９年度

随 意 契 約 理 由 書

件名：東京国際空港A滑走路保安施設用地基礎及び上部等工事設計内容確認業務（その２）

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首都圏本社と随意契約する。

記
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