
1 五反田防災桟橋整備工事請負契約 ---  P. ２

２ 戸越小学校校庭整備工事請負契約 ---  P. ５

３ 荏原平塚学園校庭整備工事請負契約 ---  P. ８

総 務 委 員 会 資 料
平 成 30 年 7 月 ３ 日 総 務 部 経 理 課

報　告　案　件



東京都品川区南大井三丁目28番３号大森プラザビル

常務取締役支店長　蔭山　日出男

（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 30年 7 月 3 日 総務部経理課

契約の相手方 株式会社淺川組東京支店

契約金額 152,280,000円

工事件名

　工事請負契約に係わる報告について

五反田防災桟橋整備工事

契約方法

工事の概要 品川区西五反田一丁目１０番地先

別紙概要書のとおり３．工事内容

２．工事場所

１．工　　　期 平成31年3月29日

　河川下水道費 （節）　工事請負費支出科目

（細節）　工事請負費

　河川費

（年度）　平成30年度 （会計）　一般会計 　土木費



入札状況調書( 執行）

2
大旺新洋株式会社　東京支店

品川区 479,000,000円 154,008,000円
執行役員支店長　高野　浩司

沼田土建株式会社　東京支店
品川区 49,000,000円 辞退

東京支店長　小柳　京栄

落札1

3

平成30年5月30日

五反田防災桟橋整備工事 

番号
入札金額

１回目
資本金

会　　　社　　　名

 154,348,000予定価格（税込）　

所在地

152,280,000円
常務取締役支店長　蔭山　日出男

品川区

代　　　表　　　者

300,000,000円
株式会社淺川組　東京支店



五反田防災桟橋整備工事概要書 

１.工事件名 五反田防災桟橋整備工事 

２.工事場所 品川区西五反田一丁目 10 番地先 

３.工  期 平成 31 年 3 月 29 日 

４.工事内容 

目黒川を活用した舟運事業の拠点を五反田地区に整備する。平常時は観光施策と

連携した賑わいを創出するとともに、災害時には防災桟橋として活用する。 

 ◇主な工種◇ 

 ・土工         一式 

 ・構造物撤去工     一式 

 ・係留杭設置工     ６基 

・連絡橋架台設置工   ３基 

・連絡橋設置工     ６基 

・浮桟橋設置工     ２基 

案 内 図 

イメージ図 

桟橋整備箇所 
目黒川



東京都品川区大井五丁目２５番９号

支店長　佐藤　充

（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

学校教育費

（年度）　平成30年度 （会計）　一般会計 教育費

戸越小学校校庭整備工事

契約方法

工事の概要 品川区豊町２－１－２０

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9月21日

学校管理費

制限付き一般競争入札

総 務 委 員 会 資 料
平成 30年 7 月 3 日 総務部経理課

契約の相手方 株式会社伊藤組品川支店

契約金額 91,584,000円

工事件名

　工事請負契約に係わる報告について



入札状況調書( 執行）

所在地

91,584,000円
支店長　佐藤　充

品川区

代　　　表　　　者

40,000,000円
株式会社伊藤組品川支店

平成30年6月15日

戸越小学校校庭整備工事

番号
入札金額

１回目
資本金

会　　　社　　　名

 97,576,000予定価格（税込）　

落札1

3
阪神園芸株式会社東京支店

品川区 50,000,000円 辞退
支店長　若狹　敏幸

2
株式会社スポーツテクノ和広

品川区 49,800,000円 91,800,000円
代表取締役　高松　保雄



戸越小学校校庭整備工事　概要書

１． 工事件名 戸越小学校校庭整備工事

２． 工事場所 品川区豊町２－１－２０

３． 工　　　期 平成３０年９月２１日

４． 工事内容 既存土舗装校庭を人工芝に改修

池周り土系舗装に改修



東京都新宿区西新宿三丁目１番３号

支店長　武藤　秀王

（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

学校教育費

（年度）　平成30年度 （会計）　一般会計 教育費

荏原平塚学園校庭整備工事

契約方法

工事の概要 品川区平塚３－１６－２６

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9月14日

学校管理費

制限付き一般競争入札

総 務 委 員 会 資 料
平成 30年 7 月 3 日 総務部経理課

契約の相手方 三ツ和総合建設業協同組合東京支店

契約金額 148,433,400円

工事件名

　工事請負契約に係わる報告について



入札状況調書( 執行）

※ 　株式会社スポーツテクノ和広および三ツ和総合建設業協同組合東京支店がともに最低価格のため、地方
    自治法施行令第167条の13において準用する同令167条の9に基づくくじを実施した。その結果、当選した
    三ツ和総合建設業協同組合東京支店を落札者として決定した。
※　 山一体育施設株式会社は、最低制限価格未満のため失格とした。

16
山一体育施設株式会社

府中市 30,000,000円 145,100,000円 未満
代表取締役　中川　幸男

15
阪神園芸株式会社東京支店

品川区 50,000,000円 辞退
支店長　若狹　敏幸

14
株式会社富士グリーンテック東京支店

江東区 90,000,000円 辞退
取締役支店長　保坂　典彦

13
太陽スポーツ施設株式会社

港区 90,000,000円 158,436,162円
代表取締役　渕沢　一史

12
和宏体育施設株式会社

世田谷区 50,000,000円 辞退
代表取締役　吉木　伸彦

11
三ツ和総合建設業協同組合東京支店

新宿区 100,000,000円 148,433,400円 落札
支店長　武藤　秀王

10
新田造園土木株式会社東京支店

板橋区 30,000,000円 辞退
支店長　新田　貴大

9
株式会社スポーツテクノ和広

品川区 49,800,000円 148,433,400円
代表取締役　高松　保雄

8
ホームラン堂運動施設株式会社

渋谷区 32,400,000円 辞退
代表取締役　中澤　克彦

7
スポーツ施設株式会社

板橋区 30,000,000円 辞退
代表取締役　太田　豊

所在地

代表取締役　奥山　勝大
武蔵野市

代　　　表　　　者

40,000,000円
奥山スポーツ土木株式会社

平成30年6月15日

荏原平塚学園校庭整備工事

番号
入札金額

１回目
資本金

会　　　社　　　名

 164,926,000予定価格（税込）　

4
代表取締役　大内　浩幸

辞退

辞退

板橋区 20,000,000円

1

営繕工事株式会社

3

5
株式会社伊藤組品川支店

品川区 40,000,000円 148,434,000円
支店長　佐藤　充

6
奥アンツーカ株式会社東京支店

台東区 55,000,000円 辞退
支店長　伊達　隆

日本フィールドシステム株式会社関東支店
足立区 40,000,000円 辞退

関東支店長　中野　勝

2
日勝スポーツ工業株式会社

世田谷区 50,000,000円 148,433,440円
代表取締役　岡田　一良



荏原平塚学園校庭整備工事　概要書

１． 工事件名 荏原平塚学園校庭整備工事

２． 工事場所 品川区平塚３－１６－２６

３． 工　　　期 平成３０年９月１４日　

４． 工事内容 既存土舗装校庭を人工芝に改修

ピロティーの一部、人工芝張替えおよびタイル張替改修


