
第３号の1（第６条関係）

入札契約方式 制限付一般競争入札

工事件名
大田区立志茂田小学校及び大田区立志茂田中学校
ほか３施設改築その他工事（Ⅱ期）

施工場所 大田区西六郷一丁目４番

工事概要

ア 志茂田小学校改築工事（志茂田放課後ひろば、適応指導教室つばさ蒲田
教室を含む）

イ 志茂田小学校旧校舎（下屋部分）及び志茂田中学校旧体育館（下屋部分）、
プール棟、その他付属建物等取壊し工事

ウ 汚染土壌処理工事

契約金額 ３，４５６，０００，０００円（税込み）

契約年月日 平成２９年６月２６日

工 期 平成３１年３月１５日

請負人

松井・醍醐・湯建建設工事共同企業体
中央区新川一丁目１７番２２号
代表者 中央区新川一丁目１７番２２号
松井建設株式会社 東京支店 取締役常務執行役員支店長 小林 明
構成員 大田区西蒲田七丁目１８番４号
醍醐建設株式会社 代表取締役 田中 常雅
構成員 大田区大森西二丁目32番４号
株式会社湯建工務店 代表取締役 湯本 良一

業 種 建築工事

入札に参加する者
に必要な資格

（１） 共同企業体の条件として第一順位は、東京電子自治体共同運営電子調達サービス(以下、「電子調達サー
ビス」という。)の建設工事等競争入札参加資格者名簿に記載され、申請時に業種『建築工事』の共同格付がＡで
共同順位100位以内であること。
（２） 第二順位は、電子調達サービスの建設工事等競争入札参加資格者名簿に記載され、業種『建築工事』の
共同格付が、申請時にＡ又はＢの区内又は準区内業者であること。
（３） 第三順位は、電子調達サービスの建設工事等競争入札参加資格者名簿に記載され、業種『建築工事』の
共同格付が、申請時にＢ又はＣの区内又は準区内業者であること。
（４） 第一順位から第三順位の構成員の中で、準区内業者は最大１社とする。
（５） 出資割合は、第一順位70％、第二順位20％、第三順位10％
（６） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していないこと。
（７） 準区内業者とは、大田区における競争入札に係る準区内業者の認定基準(平成27年７月29日付27総経発
第10517号)に基づき認定を可としているものに限る。
（８） 大田区競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成25年12月19日付け25総経発第11201号）による指名
停止期間中でないこと。
（９） 経営不振の状態（民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項に基づき再生手続開始の申立てがな
されたとき、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項に基づき更生手続を行ったとき。）にないこと。
（10） 大田区契約関係暴力団等排除措置要綱に基づく排除措置期間中でないこと。
（11） 第一順位は、平成19年４月１日から平成29年３月31日までの期間に、官公庁発注延床面積5,000㎡以上の
複合施設の新築または改築工事の契約実績を有すること。ただし、契約実績は工事がすでに完成しているものに
限る。
（12） 第二順位、第三順位は、平成24年４月１日から平成29年３月31日までの期間に、大田区経理管財課発注
建築工事の契約実績を有すること。ただし、契約実績は工事がすでに完成しているものに限る。
（13） 建設業法に従い、当該工事に現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を配置できること。ただし、現
場代理人と監理技術者又は主任技術者はこれを兼ねることができる。
（14） 電子調達サービスの「建設工事等入札参加資格申請の手引き」に定義するところの関係会社が同時に申
し込むことはできない。

入札参加者 ２者

予定価格 ３，４９７，１８０，４００円（税込み）

調査制度価格 最低制限価格制度を採用 金額非公表

落札率 ９８．８％

契約手続

４月10日～４月21日 入札告示
４月26日 指名通知渡し
５月 ９日 質問締切
５月12日 質問回答
５月22日 入札（仮契約日）
６月26日 本契約

備 考
本件については、大田区議会の議決に付すべき契約、財産または公の施設に関する条
例第二条により仮契約とし、区議会の同意を得た時に本契約が成立するものとする。

抽出事案説明書

資料4



第３号の１（第６条関係）

入札契約方式 総合評価落札方式

工事件名 南六郷中学校便所（棟番号①－１東）全面改修その他工事

施工場所 大田区南六郷三丁目２番１号

工事概要
ア 便所全面改修工事（廊下流し台撤去新設を含む） 一式
イ 廊下、倉庫天井改修工事及び屋上高架水槽等架台基礎補修工事 一式

契約金額 ３２，４９７，２００円（税込み）

契約年月日 平成２９年７月１９日

工 期 平成２９年１２月２２日

請負人
大田区大森西二丁目７番１１号
株式会社 蔵王建設 代表取締役 結城 好樹

業 種 建築工事

入札に参加する者
に必要な資格

（１） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していないこと。
（２） 東京電子自治体共同運営電子調達サービス（以下「電子調達サービス」という。）の建設工
事等競争入札参加資格者名簿に記載され、業種『建築工事』の共同格付が、一般競争入札参加
資格確認申請書の提出（以下「希望申請」という）時にＢ又はＣであること。
（３） 大田区との契約に関し、権限を有する者がいる本・支店、営業所等が大田区内にあること。
ただし、支店・営業所等にあっては、大田区における競争入札に係る準区内業者の認定基準（平
成27年７月29日付け27総経発第10517号）に基づき認定を可としているものに限る。
（４） 大田区競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成25年12月19日付け25総経発第11201
号）による指名停止期間中でないこと。
（５） 経営不振の状態（民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項に基づき再生手続開
始の申立てがなされたとき、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項に基づき更生手
続を行ったとき。）にないこと。
（６） 大田区契約関係暴力団等排除措置要綱に基づく排除措置期間中でないこと。
（７） 平成24年４月１日から平成29年３月31日までの期間に、１件契約金額1,000万円以上の官公
庁発注建築工事の契約実績（以下「官公庁実績」という。）を有すること。ただし、契約実績は工事
がすでに完成しているものに限る。
（８） 建設業法に従い、当該工事に現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を配置できるこ
と。ただし、現場代理人と監理技術者又は主任技術者はこれを兼ねることができる。
（９） 電子調達サービスの「建設工事等入札参加資格申請の手引き」に定義するところの関係会
社が同時に申し込むことはできない。
（10） 大田区工事成績評定通知書の総評定点のうち、最も直近のものが60点未満である者又は
最も直近の大田区発注建築工事の検査結果が不合格である者の入札参加を認めないものとす
る。

入札参加者数 ６者

予定価格 ３２，５７１，７２０円（税込み）

調査制度価格 失格基準価格を採用 金額非公表

落札率 ９９．８％

契約手続

６月26日～６月30日 入札告示
７月 ３日 指名通知送付
７月 ６日 質問締切
７月10日 質問回答
７月19日 電子入札（契約日）

備 考

抽出事案説明書
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第３号の２（第６条関係）

入札契約方式 希望制指名競争入札

工事件名 西六郷小学校給食室給湯設備改修工事

施工場所 大田区西六郷二丁目３番１号

工事概要 既設ボイラーを撤去し、瞬間湯沸器を新設する工事 一式

契約金額 ２，７２８，０８０円（税込み）

契約年月日 平成２９年７月５日

工 期 平成２９年８月３１日

請負人
大田区西馬込一丁目10番５号
中央電機設備株式会社 代表取締役 諸徳寺 勲

業 種 給排水衛生工事

希望票を提出した
入札参加希望業
者の中から指名業
者を選定した考え
方

大田区工事請負指名競争入札参加者指名基準第４条に基づき、希
望票を提出した８者のうち６者を指名した。２者については対象ランク
外のため指名しない。

希望票提出者数 ８者

指名業者数 ６者

入札参加者数 ４者

予定価格 ３，６６６，６００円（税込み）

調査制度価格 最低制限価格制度を採用 金額非公表

落札率 ７４．４％

契約手続

４月３日 工事発表
４月３日～４月７日 希望票受付
６月７日 契約締結請求
６月22日 指名通知送付
７月５日 電子入札（契約日）

備 考

抽出事案説明書
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第３号の３（第６条関係）

入札契約方式 指名競争入札

工事件名 水神公園休憩所新築その他工事

施工場所 大田区南雪谷五丁目10番

工事概要

ア 休憩所新築工事 一式
イ 擁壁新築工事 一式
ウ 外構工事 一式
エ 上記に伴う電気・機械設備工事 一式

契約金額 １１１，２４０，０００円(税込み)

契約年月日 平成２９年９月７日

工 期 平成３０年７月31日

請負人
大田区南馬込一丁目１５番４号
株式会社大光組 代表取締役 浅沼 瞳

業 種 建築工事

指名業者を選定し
た考え方

本案件は、制限付一般競争入札により不調となった案件について、指名
競争入札として再度入札を実施したものである。

【指名理由】15業者
業種「建築工事」の区内・準区内業者のうち、昨年度指名実績のあるＡラ

ンク及びＢランクの業者を指名した。

指名業者数 １５者

入札参加者数 ５者

予定価格 １４８，０５７，２００円(税込み)

調査制度価格 最低制限価格を採用 金額非公表

落札率 ７５．１％

契約手続

８月 ７日 契約締結請求
８月10日 指名通知送付
８月24日 質問締切
８月29日 質問回答
９月 ７日 電子入札（契約日）

備 考

抽出事案説明書
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第３号の４（第６条関係）

入札契約方式 随意契約

工事件名 大田区京浜島二、三丁目付近管路耐震化工事

施工場所 大田区京浜島二、三丁目

工事概要
既設人孔改造（耐震化） 一式
既設人孔改造（浮上抑制） 一式

契約金額 １１５，５６０，０００（税込み）

契約年月日 平成２９年６月１９日

工 期 平成３０年２月２８日

請負人
大田区上池台二丁目２０番２号
株式会社佐々木組
代表取締役 小林 光一

業 種 下水道施設工事

随意契約の理由
本案件は、制限付一般競争により入札を行った結果、第１回目、第２
回目の入札とも予定価格を超過したため、最低入札業者と協議を行
い随意契約を締結したものである。

予定価格 １１５，７１１，２００（税込み）

調査制度価格 最低制限価格制度を採用 金額非公表

予定価格に対する
契約金額の比率

９９．９％

契約手続

５月22日～５月26日 入札告示
５月29日 指名通知送付
６月２日 質問締切
６月８日 質問回答
６月19日 電子入札（契約日）

備 考

抽出事案説明書
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