
1 品川区西五反田七丁目付近管路耐震化工事請負契約 ---  P. 2

２ 中小企業センター空調設備改修第一期工事に伴う天井改修 ---  P. 6
その他工事請負契約

３ 八潮地区幼保一体化施設改修機械設備工事請負契約 ---  P. 9

４ 荏原南公園改修工事請負契約 ---  P.12

総 務 委 員 会 資 料
平成29年8月21日 総務部経理課

報　告　案　件
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東京都足立区青井三丁目１２番１０号 

代表取締役  山口　裕央

（款）　

（項）　 （目）

（細々節）　普通建設

制限付き一般競争入札

総 務 委 員 会 資 料
平成29年8月21日 総務部経理課

契約の相手方 東信工業株式会社 　

契約金額 93,765,600円

工事件名

　工事請負契約に係わる報告について

品川区西五反田七丁目付近管路耐震化工事

契約方法

工事の概要 品川区西五反田七丁目付近

別紙概要書のとおり３．工事内容

２．工事場所

１．工　　　期 平成30年2月28日

　受託事業費 （節）　工事請負費支出科目

（細節）　工事請負費

　道路橋梁費

（年度）　平成29年度 （会計）　一般会計 　土木費
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入札状況調書( 執行）

2
株式会社佐々木組

大田区 36,000,000円 94,713,000円
代表取締役　小林　光一

辞退1

3

平成29年7月14日

品川区西五反田七丁目付近管路耐震化工事

番号
入札金額

１回目
資本金

会　　　社　　　名

 94,713,000予定価格（税込）　

所在地

代表取締役　金谷　朝東
千代田区

代　　　表　　　者

20,000,000円
北立建設工業株式会社

東信工業株式会社 　
足立区 30,000,000円 93,765,600円 落札

代表取締役  山口　裕央
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品川区西五反田七丁目付近管路耐震化工事 

概 要 書 

１．工事件名  品川区西五反田七丁目付近管路耐震化工事 

２．工事場所  品川区西五反田七丁目付近 

３．工  期  平成30年2月28日 

４．工事内容   震災時に多数の人々が地区内の建物に留まり避難生活を送る地区

内残留地区および災害復旧拠点の下水道機能を確保するため、マン

ホールと管きょの接合部を柔軟な構造とする下水道管の耐震化お

よび地震時にマンホールの浮上を抑制する対策を実施する。 

         工事は、道路を掘削しない非開削耐震化工法を採用し、周辺への

影響を少なくする。 

 ○既設人孔改造工（耐震化） 非開削工法    １１６マンホール 

 ○既設人孔改造工（人孔浮上抑制対策）      ８０マンホール 

 ○付帯工                      １式 

５．その他   下水道管耐震化工事は東京都からの受託事業である。 

下水道管とマンホールの接続部を柔軟な構造に

し、破損を防ぎます。
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案 内 図 

：耐震化対象エリア
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品川区中延四丁目６番１６号ＧＲＯＵＮＤＬＩＮＥ６，１Ｆ

代表取締役  加地　保弘

（款）　

（項）　 （目）

（細々節）　普通建設

制限付き一般競争入札

総 務 委 員 会 資 料
平成29年8月21日 総務部経理課

契約の相手方 加地建設株式会社

契約金額 103,464,000円

工事件名

　工事請負契約に係わる報告について

中小企業センター空調設備改修第一期工事に伴う天井改修その他工事

契約方法

工事の概要 品川区西品川1-28-3

別紙概要書のとおり３．工事内容

２．工事場所

１．工　　　期 平成30年3月30日

　産業経済総務費 （節）　工事請負費支出科目

（細節）　工事請負費

　産業経済費

（年度）　平成29年度 （会計）　一般会計 　産業経済費
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入札状況調書( 執行）

落札2
加地建設株式会社

代表取締役　加地　保弘
品川区 50,000,000円 103,464,000円

3
株式会社清水工務店

品川区 45,000,000円 辞退
代表取締役　清水　雅明

1

4

平成29年7月18日

中小企業センター空調設備改修第一期工事に伴う天井改修その他工事

番号
入札金額

１回目
資本金

会　　　社　　　名

 104,005,000予定価格（税込）　

所在地

103,896,000円
代表取締役社長　中込　守

品川区

代　　　表　　　者

57,000,000円
仲岡建設株式会社

株式会社冨士工
品川区 100,000,000円 辞退

代表取締役　楚山　和夫
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１． 工事件名

２． 工事場所 品川区西品川１－２８－３

３． 工　　期 平成３０年３月３０日

４． 工事内容 　①空調設備改修に伴う天井改修工事 ：    約1800㎡

　②非構造部材耐震化工事

　　　　　　　　　　　　　１）天井改修工事 ：    約520㎡

　　　　　　　　　　　　　２）棚等固定 ：    約580箇所　

　　　　　　　　　　　　　３）ガラスフィルム貼 ：    約250㎡

５． 関連工事 中小企業センター空調設備改修第一期その他電気設備工事

中小企業センター空調設備改修第一期機械設備工事

中小企業センター空調設備改修第一期工事に伴う天井改修その他工事

中小企業センター空調設備改修第一期工事に伴う天井改修その他工事

概  要  書

案内図

中小企業センター

工事場所

品
川
区
総
合
庁
舎
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横河・中央建設共同企業体

  代表者　横河東亜工業株式会社

（款）　

（項）　 （目）

（細々節）　普通建設

（節）　工事請負費支出科目

（細節）　工事請負費

　児童福祉費

（年度）　平成29年度 （会計）　一般会計

工事の概要 品川区八潮5－6－32

別紙概要書のとおり３．工事内容

２．工事場所

１．工　　　期 平成30年12月28日

契約の相手方

契約金額 138,672,000円

工事件名

　工事請負契約に係わる報告について

　民生費

八潮地区幼保一体化施設改修機械設備工事

契約方法

東京都品川区上大崎一丁目２番８号

　代表取締役　田中　博行

平成30年度債務負担行為

児童福祉施設費

制限付き一般競争入札

総 務 委 員 会 資 料
平成29年8月21日 総務部経理課
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入札状況調書( 執行）

3

太洋・野田建設共同企業体

2

東海管・末弘建設共同企業体

辞退

太洋テクニカ株式会社
品川区 90,000,000円

代表取締役　田邊　茂

株式会社野田工業所
品川区 10,000,000円

代表取締役　野田　浩二

139,752,000円

東海管工株式会社
品川区 40,000,000円

代表取締役　岩島　俊夫

株式会社末弘工業
品川区

代表取締役　石井　信博

1

横河・中央建設共同企業体

138,672,000円 落札

横河東亜工業株式会社
品川区 88,125,000円

代表取締役　田中　博行

中央工設株式会社
品川区

代　　　表　　　者
所在地

10,000,000円
代表取締役　村田　正弘

10,000,000円

平成29年7月20日

八潮地区幼保一体化施設改修機械設備工事

番号
入札金額

１回目
資本金

会　　　社　　　名

 141,447,000予定価格（税込）　
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１． 工事件名 八潮地区幼保一体化施設改修機械設備工事

２． 工事場所 品川区八潮５－６－３２

３． 工　　期 平成30年12月28日

４． 工事内容 【給排水衛生設備】

給排水設備の改修および厨房設備を新設する。

【空気調和設備】

冷暖房設備および換気設備を更新する。

５． 関連工事 八潮地区幼保一体化施設改修工事

八潮地区幼保一体化施設改修電気設備工事

八潮地区幼保一体化施設改修機械設備工事

概  要  書

品川区八潮５－６－３２

案内図

計画敷地

北
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東急グリーン・日緑建設共同企業体 

  代表者  東急グリーンシステム株式会社  東京営業所

（款）　

（項）　 （目）

（細々節）　普通建設

東京都品川区西五反田５丁目２１番１８号大井ビル202号室 

所長　藤本　隆

（節）　工事請負費支出科目

（細節）　工事請負費

　都市計画費

（年度）　平成29年度 （会計）　一般会計 　土木費

荏原南公園改修工事

契約方法

工事の概要 品川区荏原六丁目１６番４号

別紙概要書のとおり３．工事内容

２．工事場所

１．工　　　期 平成30年3月12日

　公園新設改良費

制限付き一般競争入札

総 務 委 員 会 資 料
平成29年8月21日 総務部経理課

契約の相手方

契約金額 162,540,000円

工事件名

　工事請負契約に係わる報告について
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入札状況調書( 執行）

3

日パブ・西村建設共同企業体 

2

東光・蛭田建設共同企業体

164,052,000円

日本パブリックサービス株式会社
品川区 30,000,000円

代表取締役　水子　哲彦

西村造園土木株式会社
品川区 20,800,000円

代表取締役　西村　昇

163,512,000円

東光園緑化株式会社　品川営業所
品川区 70,000,000円

所長　中島　学

株式会社蛭田植物園　品川営業所
品川区

所長　佐藤　義男

1

東急グリーン・日緑建設共同企業体 

162,540,000円 落札

東急グリーンシステム株式会社  東京営業所

品川区 80,000,000円
所長　藤本　隆

日本緑化土木株式会社
品川区

代　　　表　　　者
所在地

40,000,000円
代表取締役　近藤　健

30,000,000円

平成29年7月28日

荏原南公園改修工事

番号
入札金額

１回目
資本金

会　　　社　　　名

 164,657,000予定価格（税込）　
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荏原南公園改修工事 

概 要 書 

１．工事件名  荏原南公園改修工事 

２．工事場所  品川区荏原六丁目16番4号

３．工   期  平成３０年３月12日 

４．工事内容   

子ども達のアイデアを活かした遊具を導入するとともに老朽化している施設の更新および地元要

望等を反映した公園として全体改修する。 

○園路広場工：ダスト舗装（935 ㎡）、透水性ブロック舗装（128 ㎡）、ゴムチップ舗装（198 ㎡） 

○遊戯施設整備工：複合遊具（1箇所）、健康遊具（3基） 

○建築施設設置工：パーゴラ（1 基）、便所（1 箇所） 

○修景施設工：石組工（一式）、ミスト設備（一式） 

○その他工種：土工、植栽工、、給水設備工、雨水排水設備工、電気設備工 

案内図 

平面図
複合遊具 

パーゴラ 

健康遊具 

便所 

ダスト舗装 石組工 

ミスト整備 

ゴムチップ舗装工 
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