
平成３０年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】

契約番号・種別 契約金額・工期

単価契約

平成30年4月1日～

平成31年3月31日

単価契約

平成30年4月1日～

平成31年3月31日

3,110,400円

平成30年4月4日～

平成30年6月29日

8,532,000円

平成30年4月4日～

平成31年3月15日

2,670,667円

平成30年4月13日～

平成30年6月8日

16,750,800円

平成30年4月24日～

平成30年5月31日

2,842,010円

平成30年4月27日～

平成30年7月9日

2,808,000円

平成30年6月20日～

平成30年8月8日

194,724,000円

平成30年6月25日～

平成31年2月28日

件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

世契設随第１号
平成３０年度街路灯新設補修工
事（単価契約）

東京世田谷電設工業協同組
合 区内全域に設置されている街路灯の速やかな補修及び緊急対応を行い、区民生活の安全を確

保するには緊急対応力・機動性を要するため、街路灯工事を施工可能な区内業者が多数加入し
ている唯一の組合である左記と契約するもの。

電気工事
世田谷区内指定箇所 世田谷区若林一丁目１５番１０

号街路灯新設補修工事

世契土随第１号
平成３０年度道路維持工事（単価
契約）北沢第２地区

株式会社山実建設
見積合せの結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により
随意契約を行ったもの。

道路舗装工事
北沢土木管理事務所管内指定箇所 世田谷区桜丘三丁目３５番２９

号道路維持工事

世契造随第１号
世田谷区立喜多見まちかど公園
芝生保護マット設置外工事

ちとせ緑地株式会社
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

造園
喜多見一丁目２５番３号 世田谷区祖師谷一丁目１１番

１６号芝生保護マット設置外工事

世契設随第２号
防災行政無線固定系（屋外拡声子局）
の移設工事（梅丘まちづくりセンター）

株式会社沖電気カスタマアド
テック

防災行政無線塔の無線装置、アンテナなどの移設とともに、独自の技術や暗号パターンを用い
た機器、装置の動作確認を同時に行う必要があり、これらの技術や暗号については一般に公開
されているものではなく、動作保証、セキュリティ等の関係により特定の事業者でしか業務を行う
ことが出来ない。これらの技術、情報を保有し、移設工事を行う体制が備わっている事業者であ
る左記業者と契約するもの。

電気工事
梅丘一丁目６１番１６号

江東区木場二丁目７番２３号
防災行政無線固定系の移設外工事

世契設随第３号
プレイ＆リズム希望丘ガス管改修
工事

東京瓦斯株式会社　首都圏西
需要開拓部

本工事の履行にあたっては、左記契約相手方が供給しているガス本管から施設内へガス管の引
き込み工事を行う必要がある。事業者が供給しているガス管の工事を行えるのが供給事業者の
みであること、また既存の配管工事を施工し現状を把握しているため、運営中の施設に影響を及
ぼすことなく施工を行うことが出来る左記と契約するもの。給排水衛生工事

船橋七丁目８番３号
立川市曙町三丁目６番１３号

既存ガス管の撤去外工事

世契土随第３号
路面改良工事（表層改良）【岡本
二丁目２７番から岡本一丁目１０
番先】

株式会社マモル
道路冠水及び舗装老朽化等の対策工事を速やかに実施する必要があり、当該区間の隣接箇所
において同種工事を受注中の左記業者に履行させるもの。

道路舗装工事
岡本二丁目２７番から岡本一丁目１０番先 世田谷区鎌田二丁目１２番１３

号ＮＤハイム７、２０２号路面改良工事

世契設随第４号
防災行政無線（固定系）デジタル
化工事（平成３０年度）

沖電気工業株式会社　首都圏
支社 独自の技術を用いた既存機器類と連動可能な装置の製造等を行うため、同社製の防災行政無

線システム（固定系）に関する専門的な知識や操作技術等を有する必要があることから、当該業
者に履行させるもの。

電気工事
池尻小学校他３６箇所ほか 港区芝浦四丁目１０番１６号５

号館設備デジタル化工事

世契土随第１号
水路維持工事（管敷設工）【桜丘
三丁目８番先】

共伸建設株式会社　世田谷支
店

民有地から発見された雨水管を改修するもので、当該土地に施工する左記業者に履行させるも
の。

下水道施設工事
桜丘３丁目８番先 世田谷区桜新町二丁目２５番

１４号市川ビル３０２号水路維持工事

世契建随第１号
世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る
区複合棟予定地の地下埋設物等撤去
処分工事（第２期）[概算契約]

大成・大明・太平建設共同企
業体

地中埋設物の搬出処分工事が必要となったため、現在施工中の左記業者に履行させるもの。

建築工事
松原六丁目３７番

新宿区西新宿六丁目８番１号
地下埋設物等撤去処分工事
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平成３０年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】

契約番号・種別 契約金額・工期件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

4,991,760円

平成30年6月25日～

平成30年8月28日

1,256,040円

平成30年6月26日～

平成30年7月20日

77,794,560円

平成30年6月29日～

平成31年2月28日

5,573,880円

平成30年7月4日～

平成30年9月20日

6,696,000円

平成30年7月11日～

平成30年10月12日

13,176,000円

平成30年7月26日～

平成30年11月19日

2,052,000円

平成30年7月26日～

平成30年9月20日

3,964,680円

平成30年7月30日～

平成30年9月28日

6,357,960円

平成30年8月1日～

平成30年10月15日

世契設随第５号
世田谷区立世田谷文化生活情報
センター劇場空気調和機ニ方弁
交換工事

株式会社東急コミュニティー
当該空調機の修理作業を行うには、建物全体を管理しているキャロットタワー管理組合と協議、
調整する必要がある。また、早急に修理作業を行わなくては、公演に多大な影響が出ること及び
公演の合間の限られた期間内で作業を完了しなければならず、現状の施設の状況を正確に把
握している業者でなければ今後のキャロットタワー全体の管理運営に支障が生じる恐れがあるこ
とから、年間を通じてビル内での維持管理業務及び定期検査を請負っている左記業者と随意契
約を行ったもの。

空調工事
太子堂四丁目１番１号 世田谷区用賀四丁目１０番１

号空調工事

世契設随第６号
防災行政無線固定系（屋外拡声子局）
の移設工事（旧若林中学校）

株式会社沖電気カスタマアド
テック

防災行政無線塔の無線装置、アンテナなどの移設とともに、独自の技術や暗号パターンを用い
た機器、装置の動作確認を同時に行う必要があり、これらの技術や暗号については一般に公開
されているものではなく、動作保証、セキュリティ等の関係により特定の事業者でしか業務を行う
ことが出来ない。これらの技術、情報を保有し、移設工事を行う体制が備わっている事業者であ
る左記事業者と随意契約を行ったもの。

電気工事
若林五丁目３８番１号　外

江東区木場二丁目７番２３号
防災行政無線固定系の移設外工事

世契造随第５号
世田谷区立烏山川緑道園路舗装
改修工事

有限会社福緑地
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

造園
若林二丁目１１番から若林一丁目３１番先 世田谷区八幡山一丁目１５番

９号園路舗装改修工事

世契造随第４号
烏山公園ほか４箇所遊具改修工
事

有限会社山越造園
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

造園
北烏山一丁目２０番１号　外 世田谷区上祖師谷七丁目６番

１３号遊具改修工事

世契造随第３号
世田谷区立大蔵運動公園　アス
レチック遊具取替え工事

相模造園土木株式会社
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

造園
大蔵四丁目６番１号 世田谷区中町三丁目３２番８

号遊具取替え工事

世契建随第３号
世田谷区立宮坂区民センター展
示車両外装補修工事

東急テクノシステム株式会社 宮坂区民センター展示車両は駅ホームに隣接しているため、補修・整備をするにあたっては、鉄
道会社との調整が必須である。そのため、上記鉄道会社のグループ会社であり、当該車両の製
造業者でもあることから、工事の際の円滑な連絡・調整が可能で、車両全体の構造等を熟知して
いる左記事業者と随意契約を行ったもの。建築工事

宮坂一丁目２４番６号 神奈川県川崎市中原区今井
上町１１－２１車両の外装補修工事

世契土随第４号
主要な生活道路築造工事（仮整
備）【深沢八丁目１４番先】

株式会社新緑産業
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

道路舗装工事
深沢八丁目１４番先 世田谷区世田谷四丁目７番３

号オータム世田谷４０３号道路舗装工事

世契建随第２号
世田谷区立上祖師谷保育園改修
工事（平成３０年度）

東京コーポレーション株式会
社

入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

建築工事
上祖師谷一丁目１６番１７号 世田谷区船橋一丁目８番１３

号保育園改修工事

世契設随第１２号
世田谷区民健康村なかのビレジ
地下オイルタンク配管改修工事

金井興業株式会社
業務の履行にあたり、配管等改修工事、仮設タンクの設置工事、消防署への届出を伴うことか
ら、施設設備の保守点検業務及び消防への届出関係を実施しており、施設設備の構造を熟知し
た左記業者と随意契約を行ったもの。

給排水衛生工事
群馬県利根郡川場村中野６２６ 群馬県前橋市鳥羽町３６番地

の１給排水衛生設備工事
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平成３０年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】

契約番号・種別 契約金額・工期件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

2,413,800円

平成30年8月3日～

平成30年9月28日

23,324,760円

平成30年8月8日～

平成31年1月22日

1,169,640円

平成30年8月24日～

平成30年9月14日

18,468,000円

平成30年8月27日～

平成30年12月20日

6,885,000円

平成30年8月30日～

平成31年2月28日

4,104,000円

平成30年9月3日～

平成30年12月10日

1,775,520円

平成30年9月10日～

平成30年11月21日

4,879,440円

平成30年9月13日～

平成30年11月27日

6,696,000円

平成30年9月13日～

平成31年2月8日

世契設随第１０号
世田谷区立デイ・ホーム中町空気
調和設備改修工事

株式会社経栄工業
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

空調工事
中町四丁目１５番６、２１号 世田谷区赤堤一丁目１８番２３

号空調工事

世契土随第５号
世田谷区喜多見五丁目付近枝線
工事

永興建設株式会社
入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

下水道施設工事
喜多見五丁目９番先 世田谷区喜多見七丁目２７番

２２－１０１号下水道施設工事

世契建随第４号 三茶パティオシャッター修理工事 株式会社東急コミュニティー
当該シャッターは隣接するキャロットタワー内防災センターに設置してある火災報知受信機に接
続されており、連動して正常に稼動することを確認する必要があるため、キャロットタワーと一体
的に当該設備を管理している業者に工事を行わせるもの。

建築工事
太子堂四丁目２３番先 世田谷区用賀四丁目１０番１

号建築工事

世契土随第６号
路面改良工事（側溝改良）【上用
賀六丁目３１番先】

前田道路株式会社　浦和営業
所

正しい官民境界ラインに合わせた側溝改良工事を行うもので、当該民有地を施工する左記業者
に履行させるもの。

道路舗装工事
上用賀六丁目３１番先 埼玉県さいたま市桜区宿２３８

－４道路舗装工事

世契土随第７号
水路整備工事（蓋かけ）【砧一丁
目１８番先】

アヅマ建設株式会社
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

一般土木工事
砧一丁目１８番先

世田谷区上馬４－３２－１４
水路整備工事

世契設随第９号
世田谷区立船橋小学校増築太陽
光発電設備工事

株式会社デンショー
学校改築工事における電気設備工事との関連工事であるため、当該工事を請負っている事業者
に履行させるもの。

電気工事
船橋四丁目４１番１号 世田谷区赤堤四丁目２２番１１

号電気設備工事

世契設随第８号
世田谷区立デイ・ホーム池尻空気
調和設備設置工事

中央冷熱工業株式会社 今夏の異常気象に対応し既設エアコンに加えて、追加設置するものである。本契約を即時に履
行するには、資材の調達、電気工事などの総合的な工事を同時に行わなければならないため、
通常の工事とはスケジュール、必要な技術が異なる案件である。これらを踏まえたうえで、複数
社へ見積もり依頼をしたところ、対応可能との回答を得た左記業者と随意契約を行ったもの。空調工事

池尻二丁目４番２６号
世田谷区三宿一丁目４番４号

空調工事

世契設随第７号
世田谷区立世田谷区民会館消火
配管一部改修工事

有限会社松本設備工業所
世田谷区民会館の消火栓配管の老朽化による漏水に対して、緊急修繕を行うものである。本契
約の履行にあたっては、漏水箇所の把握、資材の調達、消防機関への届出等を行わなければな
らないため、通常の工事とはスケジュール、必要な技術が異なる案件である。これらを踏まえたう
えで、複数社へ見積もり依頼をしたところ、対応可能との回答を得た左記業者と随意契約を行っ
たもの。

給排水衛生工事
世田谷四丁目２１番２７号 世田谷区三軒茶屋二丁目３８

番３号給排水衛生設備工事

世契造随第６号
仮称世田谷区立上祖師谷２－１４
公園整備工事

株式会社紫水園
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

造園
上祖師谷二丁目１４番 世田谷区上祖師谷六丁目１０

番２７号公園土工、公園施設等撤去工　外
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平成３０年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】

契約番号・種別 契約金額・工期件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

23,265,360円

平成30年9月19日～

平成31年（2019）5月17日

3,727,080円

平成30年9月26日～

平成30年11月21日

5,616,000円

平成30年9月28日～

平成31年3月15日

4,017,600円

平成30年9月28日～

平成31年1月15日

4,017,600円

平成30年9月28日～

平成31年1月15日

7,884,000円

平成30年9月28日～

平成30年12月7日

24,584,040円

平成30年10月9日～

平成31年3月22日

21,168,000円

平成30年10月22日～

平成30年12月3日

21,779,280円

平成30年10月26日～

平成31年（2019）7月31日

世契設随第１４号
世田谷区立若林小学校改築太陽
光発電設備工事

紺野・淡島建設共同企業体
学校改築工事における電気設備工事との関連工事であるため、当該工事を請負っている事業者
に履行させるもの。

電気工事
若林五丁目２７番１８号 世田谷区宇奈根二丁目２２番

９号電気設備工事

世契設随第１６号
世田谷区立代沢小学校改築太陽
光発電設備工事

八重洲・東都建設共同企業体
学校改築工事における電気設備工事との関連工事であるため、当該工事を請負っている事業者
に履行させるもの。

電気工事
代沢五丁目１番１０号 世田谷区桜新町二丁目２８番

１６号電気設備工事

世契設随第１３号
世田谷区立用賀区民集会所空気
調和設備改修工事

水元設備株式会社
入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

空調工事
用賀四丁目１０番６号 世田谷区千歳台五丁目１４番

１４号空調工事

世契土随第１２号
地先道路築造工事（世田谷代田
駅駅前広場 その１）【代田二丁目
１９番から２０番先】

三京建設株式会社
入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

道路舗装工事
代田二丁目１９番から２０番先 世田谷区代田四丁目１０番１

号道路舗装工事

世契建随第５号
世田谷区営大原一丁目アパート
受水槽解体工事

豊栄開発株式会社
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

解体工事
大原１－１２

世田谷区桜丘三丁目５番３号
解体工事

世契土随第８号
大川橋原状回復工事【給田三丁
目２６番から２５番先】

株式会社久留米興業
橋りょうの劣化進行をとめ、交通の安全性を確保するために早急に施工しなければならないこと
から、当該地域の道路維持工事の受注者であり、早期に対応可能である左記事業者に履行させ
るもの。

一般土木工事
給田三丁目２６番から２５番先 世田谷区北烏山六丁目２６番

２８号舗装工、交通安全施設工　外

世契造随第７号
玉川野毛町公園休養施設設置工
事

株式会社石井植木
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

造園
野毛一丁目２５番１号 世田谷区弦巻四丁目２５番２

号パーゴラ設置工、ベンチ設置工　外

世契設随第７号
玉川野毛町公園休養施設設置工
事

株式会社石井植木
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

造園
野毛一丁目２５番１号 世田谷区弦巻四丁目２５番２

号パーゴラ設置工、ベンチ設置工　外

世契設随第１５号
平成３０年度希望丘中継所プラン
ト設備定期補修工事

三菱重工環境・化学エンジニ
アリング株式会社 複雑な構造のプラント性能と操縦安定性の確保、及びプラントの停止を最短にしなければならな

いことから、プラントの設置業者であり、日頃の維持管理業務を行っている左記事業者でないと
履行ができないため、これと契約するもの。

給排水衛生工事
船橋七丁目２１番１５号 神奈川県横浜市西区みなとみ

らい四丁目４番２号給排水衛生設備工事
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平成３０年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】

契約番号・種別 契約金額・工期件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

9,180,000円

平成30年10月25日～

平成31年1月31日

33,461,640円

平成30年10月29日～

平成31年3月13日

12,096,000円

平成30年10月29日～

平成31年3月5日

13,233,240円

平成30年10月25日～

平成31年2月25日

14,580,000円

平成30年10月25日～

平成31年2月28日

32,067,360円

平成30年10月26日～

平成31年3月22日

3,186,000円

平成30年11月9日～

平成31年1月15日

2,808,000円

平成30年11月16日～

平成31年3月29日

49,582,800円

平成30年11月16日～

平成31年3月27日

世契土随第９号
路面改良工事（表層改良）【下馬
五丁目２８番から１８番先】

寺岡建設株式会社
入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

道路舗装工事
下馬五丁目２８番から１８番先 世田谷区祖師谷四丁目７番４

号道路舗装工事

世契土随第１３号
地先道路築造工事【成城六丁目
１３番から１番先】

若井興業株式会社
入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

一般土木工事
成城六丁目１３番から１番先

世田谷区給田五丁目１番８号
地先道路築造

世契土随第１１号
水路整備工事【上馬四丁目２９番
先外３箇所】

貞松建設株式会社
入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

一般土木工事
上馬四丁目２９番先外３箇所 世田谷区北烏山五丁目２１番

６号水路整備工事

世契建随第７号
世田谷区立馬事公苑前緑地トイ
レ改修工事

株式会社高政工務店
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

建築工事
上用賀２－３－４ 世田谷区喜多見五丁目１４番

１８号改修工事

世契設随第１７号
平成３０年度（２０１８年度）世田谷
区立公園トイレ洋式化工事

株式会社秋田設備
入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

給排水衛生工事
駒沢二丁目４２番１号外２１箇所

世田谷区鎌田四丁目２番３号
給排水衛生設備工事

世契設随第１９号
世田谷区民健康村ふじやまビレ
ジ源泉配管改修工事

金井興業株式会社 配管の取替えにあたり、掘削及び埋戻し作業を伴うため、積雪前に改修工事を完了させる必要
があり、緊急に工事を行わなければならない。施設の営業及び安全を確保しながら早急に工事
を行うため、当施設設備の保守点検業務を実施しており、異常個所の状況や施設設備の構造を
熟知している左記事業者に履行させるもの。給排水衛生工事

群馬県利根郡川場村谷地１３２０ 群馬県前橋市鳥羽町３６番地
の１給排水衛生設備工事

世契設随第２０号
瀬田アートトンネル排水設備Ｎｏ．
２ポンプ取替修繕工事【玉川四丁
目２番先】

アイム電機工業株式会社 東
京支店 当該排水設備は、単なる排水機能だけを有しているものではなく、プログラムによって制御された

制御機能と一体で運用される排水システムである。本設備の一体的で安定した確実な動作を確
保するため、この排水システムを作成した左記事業者に履行させるもの。

給排水衛生工事
玉川四丁目２番先

千葉県船橋市葛飾町２－４１２
給排水衛生設備工事

世契土随第１７号
大川橋再補修工事【給田三丁目
２６番から２５番先】

新舘建設株式会社
当初の計画からの遅れていることや劣化進行が想定されることにより、交通の安全確保のため
早急に施工を行わなければならないことから、区の橋りょう工事の受注実績に施工可否の確認を
行い、唯一対応可能であるとの回答のあった左記事業者に履行させるもの。

橋りょう工事
給田三丁目２６番から２５番先 世田谷区鎌田二丁目１２番１３

号橋りょう工事

世契設随第１８号
世田谷区立奥沢西保育園外１園
給水設備他改修工事

株式会社東京水質管理セン
ター

入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

給排水衛生工事
奥沢八丁目４番１４号外１箇所 世田谷区上北沢三丁目３４番

１７号給排水衛生設備工事
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平成３０年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】

契約番号・種別 契約金額・工期件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

5,344,920円

平成30年11月26日～

平成31年2月26日

25,920,000円

平成30年11月26日～

平成31年3月18日

3,540,240円

平成30年11月30日～

平成31年1月17日

17,550,000円

平成30年11月30日～

平成31年1月17日

15,379,200円

平成30年11月30日～

平成31年1月17日

40,672,800円

平成30年11月30日～

平成31年1月17日

4,320,000円

平成30年12月3日～

平成31年1月10日

2,289,600円

平成30年12月3日～

平成31年1月18日

5,130,000円

平成30年12月13日～

平成31年2月18日

世契土随第１４号
丸子川転落防止柵塗替工事【尾
山台一丁目１番から４番先】

有限会社ＭＴ工業
入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

一般塗装
尾山台一丁目１番から４番先 世田谷区世田谷一丁目１２番

１３号防止柵塗替工事

世契土随第１６号
主要な生活道路築造工事（世区
街１０号線　仮整備）【北沢二丁目
２４番先】

大成・前田・西松・錢高・三井
住友建設共同企業体 下北沢駅駅舎開業に合わせ、駅前広場の仮整備を行うもので、施工時期が限られた中、綿密か

つ柔軟な工程調整が必要不可欠であるため、連立事業の工事を受注している左記業者に請け
負わせるもの。

道路舗装工事
北沢二丁目２４番先

新宿区西新宿六丁目８番１号
仮整備工事

世契設随第２４号
世田谷区立世田谷文化生活情報
センター劇場舞台音響設備改修
工事

ＴＯＡ株式会社大阪営業所 各機器が全て基幹部分のコンピュータによって制御され、他の照明や機構等の設備との一体運
用が可能となっているため、当劇場建設時に舞台音響設備の設計・施工をし、定期保守業務を
行っており、当該システムの構造全般に関する知識と技術を保持している当該事業者に履行さ
せるもの。拡声装置

太子堂四丁目１番１号 大阪府大阪市中央区安土町
一丁目８番１５号パワーアンプ及びスピーカーの更新

世契設随第２３号
世田谷区立世田谷文化生活情報
センター劇場ＩＴＶ設備改修工事
（平成３０年度）

共同通信電設株式会社
本業務の履行にあたっては、当センター各棟の既設設備との調整作業を伴うことから、本施設に
おける当該設備の構造全般に関する知識と技術を要するため、当劇場設計時にＩＴＶ（監視カメ
ラ）設備の設計・施工した当該事業者に履行させるもの。

電話・電信
太子堂四丁目１番１号

世田谷区代沢四丁目１番２号
ITV機器の改修工事

世契設随第２２号
千歳温水プール高温水配管改修
工事

大橋エアシステム株式会社東
京本店

高温水配管は、一般の建築設備配管とは異なり、地域冷暖房に用いられる高温高圧の配管で、
熱膨張や断熱性については相応の品質管理、施工管理が求められる。複数社に見積りを依頼し
たところ、履行可能との回答を得られたのが、左記事業者のみであった。また、左記事業者は、
過去に世田谷美術館空調工事において、同種の熱源配管の改修実績があり、実績のある技術
者の配置も可能であるため履行させるもの。

給排水衛生工事
船橋七丁目９番１号 世田谷区瀬田四丁目２４番１３

号給排水衛生設備工事

世契設随第２５号
世田谷区立世田谷文化生活情報
センター劇場舞台照明設備改修
工事

丸茂電機株式会社
各機器が全て基幹部分のコンピュータによって制御され、他の機構や音響等の設備との一体運
用が可能となっているため、当劇場建設時に舞台照明設備の設計・施工をし、当該システムの構
造全般に関する知識と技術を保持している当該事業者に履行させるもの。

舞台装置
太子堂四丁目１番１号 千代田区神田須田町一丁目２

４番照明設備の改修及びその他付帯設備の改修

世契設随第２６号
世田谷区立世田谷文学館池濾過
機制御盤の改修及び自吸式ポン
プの設置工事

株式会社紺野電設 本業務の履行にあたっては、既設の制御盤の制御方式の関連性を十分に理解していることが必
要であり、設備業者の調整と施設運営にあわせた作業を行わなければならない。左記事業者
は、既設制御盤を納品施工し、現場の抱える状況・問題・条件を十分認識したうえで、確実な施
工を速やかに行うことができる唯一の事業者であるため履行させるもの。計装装置

南烏山一丁目１０番１０号 世田谷区瀬宇奈根二丁目２２
番９号池濾過機用制御盤改修及びポンプ設置工事

世契設随第２７号
世田谷区立八幡山ふれあいの家
空気調和設備他改修工事

株式会社コート・ダジュール空
調

入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

空調工事
八幡山一丁目１１番１０号 世田谷区千歳台一丁目４０番

９号空調工事

世契設随第２８号
世田谷区立世田谷文化生活情報
センター劇場舞台機構設備改修
工事

カヤバシステムマシナリー株
式会社 各機器が全て基幹部分のコンピュータによって制御され、他の照明や機構等の設備との一体運

用が可能となっているため、当劇場建設時に舞台機構設備の設計・施工をしており、当該システ
ムの構造全般に関する知識と技術を保持している当該事業者に履行させるもの。

電気工事
太子堂四丁目１番１号 港区芝大門二丁目５番５号住

友不動産芝大門ビル電気設備工事
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契約番号・種別 契約金額・工期件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

3,234,600円

平成30年12月17日～

平成31年3月20日

2,333,880円

平成31年1月9日～

平成31年1月30日

10,022,400円

平成31年1月11日～

平成31年3月26日

7,214,400円

平成31年1月11日～

平成31年3月26日

7,632,360円

平成31年1月24日～

平成31年3月22日

5,994,000円

平成31年2月21日～

平成31年3月26日

1,404,000円

平成31年2月21日～

平成31年3月15日

2,376,000円

平成31年3月8日～

平成31年3月22日

8,532,000円

平成31年3月29日～

平成31年10月31日

世契土随第１５号
防護柵取替工事【宮坂三丁目７
番から２番先】

日本ロードマーク株式会社
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

ガードレール
宮坂三丁目７番から２番先 世田谷区喜多見八丁目１番６

号防護柵取替工事

世契土随第１９号
橋梁新設改良工事（補修）【喜多
見五丁目１０番から２６番先（内田
橋）】

株式会社東洋土木
入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

橋りょう工事
喜多見五丁目１０番から２６番先 世田谷区成城九丁目22番17

号橋りょう工事

世契土随第２０号
橋梁新設改良工事（補修）【中町
一丁目１６番地先（権蔵橋）】

株式会社東洋土木
入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

橋りょう工事
中町一丁目１６番地先 世田谷区成城九丁目22番17

号橋りょう工事

世契設随第３０号
祖師谷ケアセンター貯湯槽交換
工事

福吉設備工業株式会社 本業務の履行にあたっては、施設の運営を継続しながら至急工事を完了させる必要があり、当
該施設の給湯設備の構造、各機器の特性や状態を細部にわたり把握していなければ適切に履
行することができない。現在、当該給湯設備の定期保守点検業務を受託しており、なおかつ給排
水衛生工事の建設業許可を取得し自ら施工できるため、左記事業者に履行させるもの。給排水衛生工事

祖師谷四丁目２８番６号１０１ 世田谷区南烏山四丁目４番１
５号給排水衛生設備工事

世契設随第３１号
世田谷区立弦巻五丁目住宅加圧
給水ポンプユニット改修工事

株式会社東急コミュニティー リ
フォーム事業部第二リフォー
ム部

本件は、区立弦巻五丁目住宅の加圧給水ポンプに不具合が生じたことから、緊急にポンプユ
ニットの改修を行うものであり、本業務の履行にあたっては、現況を認識したうえで、確実な施工
を速やかに行う必要がある。本施設の設備保守点検を含めた指定管理業務を行い、現場の状況
を把握しており、なおかつ給排水衛生設備工事の建設業許可を取得し、自ら施工できる左記事
業者以外にいないため、履行させるもの。

給排水衛生工事
弦巻五丁目１３番１９号 神奈川県横浜市都築区中川

一丁目４番１号給排水衛生設備工事

世契設随第２１号
三茶パティオ汚水槽等ポンプ更
新工事

株式会社東急コミュニティー 三茶パティオは隣接するキャロットタワーと一体的に管理されている。左記事業者は、三茶パティ
オ維持管理業務委託及びキャロットタワー管理組合から防災センター業務を受託しており、キャ
ロットタワーと一体的に当該設備も管理しているため、本件工事を左記事業者以外に行うことは
困難であるため履行させるもの。給排水衛生工事

太子堂四丁目１番から２３番先 世田谷区用賀四丁目１０番１
号給排水衛生設備工事

世契設随第２９号
世田谷区立代田保育園調理室換
気設備改修工事

田中工業株式会社 換気設備は、調理室内のガス機器の真上にあり、常時換気をしなければ作業上や健康上にも支
障が生じることから換気設備を止めてしまうと調理ができない。保育園児の給食に影響を及ぼさ
ないためには、緊急に工事を行う必要がある。確実な施工を速やかに行うことができるのは、本
件の調査を行い現場の状況を把握している左記事業者以外にいないため履行させるもの。厨房

代田三丁目２７番２０号 世田谷区北烏山一丁目５９番
８号調理室の換気設備改修工事

世契設随第３２号
三茶パティオ自動火災報知設備
受信機等更新工事

株式会社東急コミュニティー 三茶パティオは隣接するキャロットタワーと一体的に管理されている。左記事業者は、三茶パティ
オ維持管理業務委託及びキャロットタワー管理組合から防災センター業務を受託しており、キャ
ロットタワーと一体的に当該設備も管理しているため、本件工事を左記事業者以外に行うことは
困難であるため履行させるもの。電気工事

太子堂四丁目１番から２３番先 世田谷区用賀四丁目１０番１
号電気設備工事

世契設随第３３号
世田谷区立用賀保育園分園給水
設備改修工事

田中工業株式会社 本件は、保育園の給排水設備が不具合を起こし、緊急に給排水設備の改修を行うものである。
本業務の履行にあたっては、現場の抱える状況を認識したうえで、確実な施工を速やかに行う必
要がある。左記事業者は、本件の調査を行い現場の状況を把握しており、かつ工事に必要な物
品を迅速に調達することができるため履行させるもの。給排水衛生工事

用賀二丁目２８番２０号 世田谷区北烏山一丁目５９番
８号給排水衛生設備工事
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