
1 五反田公園他148箇所防犯カメラ設置工事請負契約 ---  P. ２

２ オリンピック・パラリンピック施設周辺道路遮熱性舗装工事（その２） ---  P. ７
請負契約

総 務 委 員 会 資 料
令 和 ２ 年 １ 月 ２ ０ 日 総 務 部 経 理 課

報　告　案　件
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　三英・マスミ建設共同企業体

代表者　三英電業株式会社

(款）

(項）　 (目）

３．工事内容 別紙概要書のとおり

（細節）　工事請負費 （細々節） 普通建設

工事の概要

１．工　　　期 令和2年3月27日

２．工事場所 品川区東五反田五丁目２５番２７号他１４８箇所

（年度）　令和元年度 （会計）一般会計

　都市計画費

契約の相手方

（節）　工事請負費　公園管理費

土木費

件　　　名 五反田公園他１４８箇所防犯カメラ設置工事請負契約

契約方法 制限付き一般競争入札 135,850,000円契約金額

総 務 委 員会 資 料

工事請負契約に係わる報告について

総務部経理課令和2年1月20日

品川区大崎一丁目１９番２０号

代表取締役　大場　雄介
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入札状況調書( 執行）

株式会社雄電社
品川区 693,000,000円

　代表取締役　小島　兼隆

入札金額

代　　　表　　　者 １回目

135,850,000円

品川区
山梨電設興業株式会社

21,000,000円
　代表取締役社長　内田　眞

88,000,000円
　代表取締役　岡田　秀三

株式会社サンコー
品川区

振興電気株式会社
品川区

4

振興・山梨建設共同企業体

令和元年11月27日

五反田公園他１４８箇所防犯カメラ設置工事

予定価格（税込）　  140,019,000

番号
会　　　社　　　名

所在地 資本金

150,000,000円
　代表取締役社長　門間　俊道 139,700,000円

雄電・サンコー建設共同企業体

137,500,000円

株式会社中尾電設
品川区

138,380,000円
150,000,000円

落札

三英電業株式会社
品川区 96,000,000円

　代表取締役　大場　雄介

株式会社マスミ電設
品川区 20,000,000円

　代表取締役　渡部　弘太郎

　取締役常務執行役員支店長　大江　武志

1

三英・マスミ 建設共同企業体

2

20,000,000円
　代表取締役　中尾　公一

3

八千代・中尾建設共同企業体

八千代電設工業株式会社 東京支店
品川区
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五反田公園他１４８箇所防犯カメラ設置工事 

概 要 書 

１．工事件名  五反田公園他１４８箇所防犯カメラ設置工事 

２．工事場所  品川区東五反田五丁目２５番２７号他１４８箇所

３．工   期  令和２年３月２７日 

４．工事内容  地域住民の安全・安心と公園における防犯の向上を図るため、五反田公園他１４８

箇所に防犯カメラ設置工事を行う。 

○工種 

・カメラ設置工          235 台      ・配管、配線工           一式  

設置イメージ写真 
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令和元年度　　五反田公園他１４８箇所防犯カメラ設置工事　箇所一覧

公　　園　　名 場所 公　　園　　名 場所

1 五反田公園 東五反田5-25-27 51 原っぱ公園 西大井6-1-14

2 天王洲公園 東品川2-5-42 52 宮下公園 大井2-7-16

3 東八ツ山 北品川1-15-4 53 浜川公園 南大井4-8-22

4 品川浦公園 東品川1-7-17 54 出石公園 西大井3-16-27

5 品海公園 北品川1-30-9 55 倉田公園 大井4-29-23

6 北品川公園 北品川2-12-5 56 西大井広場 西大井1-4-10

7 子供の森公園 北品川3-10ー13 57 西大井緑地公園 西大井6-10-16

8 上大崎公園 上大崎１-3-13 58 八潮公園 八潮5-11-16

9 希望ヶ丘公園 上大崎3-10-25 59 しおじ公園 八潮5-8-1

10 東品川一丁目公園 東品川1-2-11 60 谷垂公園 西大井6-13-10

11 西五反田公園 西五反田5-6-4 61 やまなか公園 大井3-22-3

12 横丁公園 南品川5-4-9 62 八潮北公園 八潮1-3-1

13 洲崎公園 東品川1-36-15 63 森前公園 西大井1-1-10

14 西八丁公園 西五反田8-11-4 64 富士見ヶ丘児童遊園 西大井5-7-3

15 西霧ヶ谷公園 西五反田5-28-16 65 出石児童遊園 西大井3-1-5

16 北浜公園 北品川2-28-12 66 東大井三丁目児童遊園 東大井3-29-6

17 三ツ木公園 西品川2-6-11 67 作守児童遊園 大井4-12-4

18 仙台坂公園 南品川5-16-1 68 大井町緑地児童遊園 大井1-7先

19 台場浦公園 東品川1-8-34 69 桜橋児童遊園 東大井3-22-1

20 池田山公園 東五反田5-4-35 70 西大井二丁目児童遊園 西大井2-22-7

21 小関公園 北品川5-8-21 71 森下児童遊園 大井2-1-13

22 かむろ坂公園 西五反田4-28-9 72 伊藤児童遊園 西大井6-17-9

23 南五公園 南品川5-2-5 73 大井倉田児童遊園 大井4-22-30

24 天王洲アイル第九公園 東品川2-4-3 74 みなみ児童遊園 南大井1-12-9

25 居木橋公園 大崎1-14-4 75 南大井四丁目特定児童遊園 南大井4-6-20

26 杜の公園 北品川1-6-10 76 大井二丁目特定児童遊園 大井2-5-15

27 谷山公園 西五反田3-6-15 77 西大井六丁目特定児童遊園 西大井6-5-5

28 亀の甲緑地 上大崎4-5-37 78 西大井三丁目特定児童遊園 西大井3-4-14

29 北品川三丁目児童遊園 北品川3-7-15 79 西大井六丁目ふれあい広場 西大井6-3-1

30 むつみ児童遊園 南品川5-2-17 80 東大井二丁目防災活動広場 東大井2-3先

31 百反坂下児童遊園 西品川3-20-22 81 荏原南公園 荏原6-16-4

32 五反田児童遊園 東五反田5-21-10 82 小山台公園 小山台2-2-1

33 上大崎児童遊園 上大崎3-3-15 83 荏原中央公園 荏原5-1-2

34 さつき児童遊園 南品川5-8-28 84 旗の台公園 旗の台5-19-9

35 西五反田六丁目児童遊園 西五反田6-11-7 85 小山台東公園 小山台1-26-12

36 にしよん広場 西五反田4-10-6 86 旗の台南公園 旗の台5-11-11

37 相生広場 東五反田4-1-32 87 中原公園 小山1-4-4

38 東品川屋上庭園 東品川3-9-21 88 荏原町公園 中延5-14-5

39 西五反田五丁目特定児童遊園 西五反田5-17-7 89 荏原西公園 荏原6-5-5

40 西品川一丁目特定児童遊園 西品川1-14-13 90 豊町公園 豊町6-16-3

41 天王洲アイル第一水辺広場 東品川2-3-21 91 後地公園 小山2-9-16

42 天王洲アイル第四水辺広場 東品川2-4-3 92 二葉公園 二葉4丁目-13-5

43 天王洲運河水辺広場 東品川1-3先 93 旗の台北公園 旗の台3-10-15

44 大井水神公園 南大井6-14-2 94 源氏前公園 中延6-4-15

45 大井駅前公園 大井1-2-5 95 延山くすのき公園 西中延3-3-1

46 鮫洲運動公園 東大井1-4-11 96 西中お日さま公園 西中延3-10-11

47 大井公園 東大井4-8-4 97 旗の台なか公園 旗の台3-9-12

48 大井中央公園 大井1-46-8 98 しいのき公園 荏原5-5-12

49 大井坂下公園 南大井6-23-11 99 葦山公園 豊町1-6-7

50 わかく さ公園 勝島1-6-1 100 戸越南公園 戸越6月-8-8
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公　　園　　名 場所 公　　園　　名 場所

101 江戸見坂公園 小山6-23-8

102 旗の台広場公園 旗の台3-1-5

103 あさひ公園 小山2-17-27

104 二鳳公園 豊町4-19-20

105 弁天通り公園 中延5-3-8

106 庚申公園 中延5-13-17

107 ごこう広場 中延5-9-23

108 中六桜広場 中延6-10-3

109 文庫の森 豊町1-16-23

110 ゆたか南公園 豊町6-29-2

111 旗岡児童遊園 旗の台3-6-12

112 上神明児童遊園 二葉4-3-15

113 神明児童遊園 二葉1-4-25

114 武蔵小山児童遊園 小山3-12-6

115 豊町５丁目児童遊園 豊町5-14-3

116 西中延３丁目児童遊園 西中延3-5-17

117 立会川（ その４） 児童遊園 旗の台3－9先

118 立会川（ その２） 児童遊園 旗の台2-1先

119 立会川（ その３） 児童遊園 旗の台3-10先

120 小山四丁目児童遊園 小山4-6-2

121 小山五丁目児童遊園 小山5-13-4

122 豊町児童遊園 豊町4-1-12

123 わかば児童遊園 戸越1-29-21

124 戸越ひだまり広場 戸越1-4-11

125 戸越二丁目広場 戸越2-1-9

126 旗の台東広場 旗の台4-12-26

127 不動前緑道 小山台1-29先

128 武蔵小山緑道 小山4－11先

129 西小山緑道 小山6-11先

130 ころく坂の上広場 小山6-25-16

131 戸越五丁目特定児童遊園 戸越5-12-10

132 源氏前特定児童遊園 中延6-4-8

133 旗の台一丁目特定児童遊園 旗の台1-8-5

134 豊町一丁目特定児童遊園 豊町1-13-5

135 豊四防災広場 豊町4-7-11

136 豊四中央防災広場 豊町4-17-1

137 小山台一丁目防災広場 小山台1-7-3

138 後地クマさん広場 小山2-4-13

139 上蛇広場 二葉4-3-15

140 ゆたか防災広場 豊町6-11-1

141 カメさん広場 戸越2-6-20

142 ひのみ広場 戸越5-20-15

143 かやの木の広場 豊町1-17-2

144 中延みちしるべ防災広場 中延5-12-11

145 二葉中央のんき通り広場 二葉3-17-14

146 ほうさん広場 豊町3-4-2

147 ゆたかしいのきひろば 豊町4-3-20

148 二葉三防災広場 二葉3-11-15

149 二葉4-13開放広場 豊町4-13-13
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品川区南大井六丁目１７番７号正栄プラザビル８１６

（款）　

（項）　 （目）

（細々節）　普通建設

　株式会社興陽開発　品川営業所

　　 取締役品川営業所長　鈴木　秀明

（節）　工事請負費

（細節）　工事請負費

　道路橋梁費

（年度）　令和元年度 （会計）　一般会計 　土木費

契約方法 制限付き一般競争入札

工事の概要 品川区八潮四丁目１番先から八潮四丁目２番先まで

別紙概要書のとおり３．工事内容

２．工事場所

１．工　　　期 令和2年3月23日

総 務 委 員 会 資 料
令和 2年 1月 20 日 総務部経理課

 道路橋梁費

契約の相手方

契約金額 94,600,000円

工事件名

　工事請負契約に係わる報告について

オリンピック・パラリンピック施設周辺道路遮熱性舗装工事（その２）
請負契約
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入札状況調書( 執行）令和元年12月9日

オリンピック・パラリンピック施設周辺道路遮熱性舗装工事（その２）

予定価格（税込）　  95,717,000

番号

会　　　社　　　名

所在地 資本金

入札金額

1
林興業株式会社

品川区 30,000,000円 95,700,000円

代　　　表　　　者 １回目

代表取締役　林　唯雄

2
株式会社興陽開発　品川営業所

品川区 30,000,000円 94,600,000円 落札
取締役品川営業所長　鈴木　秀明
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オリンピック・パラリンピック施設周辺道路遮熱性舗装工事（その２） 

概   要   書 

１．工事件名 オリンピック・パラリンピック施設周辺道路遮熱性舗装工事（その２）

２．工事場所 品川区八潮四丁目１番先～八潮四丁目２番先

３．工  期 令和２年３月２３日

４．工事内容 オリンピック・パラリンピック施設周辺道路の路面温度を低減するた

め、遮熱性舗装を施す。

《主な工種》 ・舗装工  ８，８５９㎡  ・区画線設置工  １，２３２ｍ  

・自転車通行帯道路鋲設置工  ２３９個

５．位置図                   

６．現況写真 

Ｎ 

勝島二丁目 

競馬場通り 

八潮四丁目 

大井ふ頭中央 

海浜公園 

遮熱性舗装施工部 遮熱性舗装施工部
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