
No.1

予定価格 ※1 着工日 ※2 競争種別

調査基準価格
　　　　　　※1

竣工日 ※3 指名理由

－ 2022年3月9日 指名競争

－ 2022年10月7日 指名基準による

－ 2022年3月3日 指名競争

－ 2022年11月18日 指名基準による

－ 2022年3月16日 指名競争

－ 2022年12月15日 指名基準による

－ 2022年3月23日 指名競争

－ 2022年10月28日 指名基準による

－ 2022年3月30日 一般競争（総合）

－ 2022年9月2日 －

42,350,000 2022年3月2日 指名競争

29,645,000 2022年6月30日 指名基準による

37,950,000 2022年3月2日 指名競争

26,565,000 2022年6月30日 指名基準による

－ 2022年3月2日 指名競争

－ 2022年5月27日 指名基準による

10,940,600 2022年3月30日 指名競争

7,658,000 2022年6月3日 指名基準による

4,974,200 2022年3月3日 指名競争

- 2022年4月1日 指名基準による

- 2022年3月30日 指名競争

- 2022年7月1日 指名基準による

33,684,200 2022年3月30日 指名競争

23,578,000 2022年6月24日 指名基準による

※1 工事請負契約のみ記載

※2 設計監理業務契約においては着手日とする。

※3 設計監理業務契約においては、当該工事の業務完遂日とする。

－

－

落札率

競争入札による契約の公示（令和4年3月分）

工事（業務）名称、施工場所、工種
契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約日 契約相手先の名称及び所在地 契約金額

ウインズ米子電気室他空調設備更新工
事設計監理等業務

東京都港区西新橋1-1-1
施設部施設総務課長　増田　武志

2022年3月3日
㈱あおい総合設計
鳥取県米子市皆生6-1-25

3,850,000

札幌競馬場検体採取所他監視カメラ設備
改修工事
北海道札幌市中央区北16条西16-1-1
電気工事

北海道札幌市中央区北16条西16-1-1
札幌競馬場
副場長　藤沢　流

2022年3月2日
北関電気工事㈱
北海道札幌市中央区北6条西17-
17-6

36,300,000

福島競馬場ダートコース路盤補修工事
福島県福島市松浪町9-23
ほ装工事

備考

ウインズ後楽園投票窓口改修工事設計
監理等業務

東京都港区西新橋1-1-1
施設部施設総務課長　増田　武志

2022年3月9日
㈱申建築設計事務所
東京都千代田区岩本町1-5-8

2,200,000 －

ウインズ錦糸町西館１階ビギナーサポー
トデスク新設工事設計監理等業務

東京都港区西新橋1-1-1
施設部施設総務課長　増田　武志

2022年3月23日
㈱手島建築設計事務所
東京都港区芝1-13-16

2,640,000 －

馬事公苑宇都宮事業所防犯カメラ新設工
事設計監理等業務

東京都港区西新橋1-1-1
施設部施設総務課長　増田　武志

2022年3月16日
㈱渡辺有規建築企画事務所
栃木県宇都宮市中今泉3-7-15

1,900,000

－
中山競馬場厩舎空調設備新設工事
千葉県船橋市古作1-1-1
管工事

東京都港区西新橋1-1-1
施設部施設総務課長　増田　武志

2022年3月30日
三建設備工業㈱　 東関東支店
千葉県千葉市中央区中央1-1-3

286,000,000

札幌競馬場馬待避所ミスト設備新設工事
北海道札幌市中央区北16条西16-1-1
管工事

北海道札幌市中央区北16条西16-1-1
札幌競馬場
副場長　藤沢　流

2022年3月2日
北海道三建サービス工事㈱
北海道札幌市中央区北15条西2-1-
1

42,295,000 99.9%

95.7%

函館競馬場調整ルーム設備機器更新工
事設計等業務

北海道函館市駒場町12-2
函館競馬場
副場長　金子　雄一

2022年3月2日

2022年3月30日
㈲八島企画設計
福島県福島市北原9-29

33,550,000 99.6%
大成ロテック㈱　福島営業所
福島県須賀川市滑川字西山21

－

函館競馬場馬主受付新設工事
北海道函館市駒場町12-2
建築一式工事

北海道函館市駒場町12-2
函館競馬場
副場長　金子　雄一

2022年3月30日
㈱函館ホームエンジニアリング
北海道北斗市追分2-21-19

10,780,000 98.5%

福島競馬場ハロンタイム計測用ケーブル
更新工事
福島県福島市松浪町9-23
電気工事

福島県福島市松浪町9-23
福島競馬場
副場長　二村　啓介

2022年3月3日
㈲信誠電気
福島県伊達市梁川町舟生字西53

4,070,000 81.8%

4,950,000

福島競馬場スタンド投票所他空調設備更
新（第2期）工事設計等業務

福島県福島市松浪町9-23
福島競馬場
副場長　二村　啓介

福島県福島市松浪町9-23
福島競馬場
副場長　二村　啓介

2022年3月30日

4,950,000

函館設備設計家協同組合
北海道函館市松川町6-1

-



競争入札による契約の公示（令和4年3月分）

No.2

予定価格 ※1 着工日 ※2 競争種別

調査基準価格
　　　　　　※1

竣工日 ※3 指名理由

56,672,000 2022年3月9日 指名競争

39,670,000 2022年7月15日 指名基準による

115,910,300 2022年3月30日 指名競争

81,137,000 2022年7月22日 指名基準による

- 2022年3月2日 指名競争

- 2022年7月1日 指名基準による

- 2022年3月16日 指名競争

- 2022年9月30日 指名基準による

- 2022年3月30日 指名競争

- 2022年6月3日 指名基準による

- 2022年3月31日 指名競争

- 2022年8月26日 指名基準による

- 2022年3月31日 指名競争

- 2022年9月8日 指名基準による

6,675,900 2022年3月9日 指名競争

- 2022年7月8日 指名基準による

55,229,900 2022年3月3日 指名競争 低入札価格調査実施

38,660,000 2022年5月31日 指名基準による

45,955,800 2022年3月2日 指名競争

32,169,000 2022年6月19日 指名基準による

28,644,000 2022年3月30日 指名競争 低入札価格調査実施

20,050,000 2022年6月30日 指名基準による

12,925,000 2022年3月30日 指名競争 低入札価格調査実施

9,047,000 2022年6月30日 指名基準による

※1 工事請負契約のみ記載

※2 設計監理業務契約においては着手日とする。

※3 設計監理業務契約においては、当該工事の業務完遂日とする。

-

備考工事（業務）名称、施工場所、工種
契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約日 契約相手先の名称及び所在地 契約金額 落札率

中山競馬場芝馬場正面（4コーナー側）路
盤改造及び芝馬場芝張替工事
千葉県船橋市古作1-1-1
ほ装工事

千葉県船橋市古作1-1-1
中山競馬場
副場長　杉山　拓哉

2022年3月30日
世紀東急工業㈱　 東関東支店
千葉県千葉市中央区村田町1106

91,850,000 79.2%

新潟競馬場芝馬場芝張替え及び路盤更
新工事
新潟県新潟市北区笹山3490
造園工事

新潟県新潟市北区笹山3490
新潟競馬場
副場長　石井　浩二

2022年3月9日
㈱新潟グリーンテック
新潟県新発田市緑町1-12-11

56,100,000 99.0%

59.6%

小倉競馬場芝馬場芝張替工事
福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1
造園工事

福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1
小倉競馬場
副場長　外山　信男

2022年3月3日
コウフ・フィールド㈱
福岡県福岡市博多区東那珂2-19-
25

34,100,000 61.7%

東京競馬場フジビュースタンド西側舗装
改修工事設計監理等業務

東京都府中市日吉町1-1
東京競馬場
副場長　白井　隆久

2022年3月16日
㈱セリオス東京支店　日野事務所
東京都日野市程久保8-1-2

3,487,000 -

東京競馬場乗馬センター備品収納庫新設
工事設計監理等業務

東京都府中市日吉町1-1
東京競馬場
副場長　白井　隆久

2022年3月30日
㈱RYアーキテクツ
東京都渋谷区南平台町4-8-509

2,629,000 -

東京競馬場舎宅・寮防犯カメラ新設工事
設計監理等業務

東京都府中市日吉町1-1
東京競馬場
副場長　白井　隆久

2022年3月31日
㈱佐伯建築設計事務所
東京都府中市分梅町2-28-1　佐伯
ビル

4,300,000

小倉競馬場ダートコース路盤補修工事
福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1
ほ装工事

福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1
小倉競馬場
副場長　外山　信男

2022年3月2日
㈱NIPPO　福岡統括事業所
福岡県福岡市博多区半道橋2-14-2

37,950,000 82.6%

小倉競馬場地下馬道扇風機設置工事
福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1
電気工事

福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1
小倉競馬場
副場長　外山　信男

2022年3月30日
㈱谷口通信社
福岡県北九州市小倉北区上富野2-
13-46

14,740,000 51.5%

小倉競馬場検体採取所監視カメラ整備工
事
福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1
電気工事

福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1
小倉競馬場
副場長　外山　信男

2022年3月30日
㈱ミナミ電器産業
福岡県北九州市小倉北区下富野5-
27-23

7,700,000

東京競馬場厩舎地区及び装鞍所トイレ改
修工事設計監理等業務

東京都府中市日吉町1-1
東京競馬場
副場長　白井　隆久

2022年3月31日
三井企画㈱
東京都立川市錦町4-5-15

2,475,000 -

京都競馬場乗馬センター管理棟空調機更
新工事
京都府京都市伏見区葭島渡場島町32
管工事

京都府京都市伏見区葭島渡場島町32
京都競馬場
副場長　鈴木　勉

2022年3月9日
ウエダ管工業㈱
京都府京都市伏見区大阪町585-1

5,830,000 87.3%

東京競馬場馬場自動散水設備ポンプ他
更新工事設計等業務

東京都府中市日吉町1-1
東京競馬場
副場長　白井　隆久

2022年3月2日
㈱元設計研究所
東京都新宿区高田馬場2-1-2 田島
ビル5階

2,530,000 -



競争入札による契約の公示（令和4年3月分）

No.3

予定価格 ※1 着工日 ※2 競争種別

調査基準価格
　　　　　　※1

竣工日 ※3 指名理由

8,143,300 2022年3月23日 指名競争

- 2022年7月31日 指名基準による

2,717,000 2022年3月23日 指名競争

- 2022年7月31日 指名基準による

- 2022年3月2日 指名競争

- 2022年11月4日 指名基準による

152,871,400 2022年3月9日 指名競争

107,009,000 2022年12月16日 指名基準による

※1 工事請負契約のみ記載

※2 設計監理業務契約においては着手日とする。

※3 設計監理業務契約においては、当該工事の業務完遂日とする。

備考工事（業務）名称、施工場所、工種
契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約日 契約相手先の名称及び所在地 契約金額 落札率

-

競馬学校保守管理棟直流電源装置バッ
テリー更新工事
千葉県白井市根835-1
電気工事

千葉県白井市根835-1
競馬学校
副校長　寺内　清人

2022年3月23日
富澤電設㈱
千葉県白井市折立373-4

1,628,000 59.9%

競馬学校騎手課程寮冷温水発生機冷却
塔充填剤取替他工事
千葉県白井市根835-1
管工事

千葉県白井市根835-1
競馬学校
副校長　寺内　清人

2022年3月23日
堤管工㈲
千葉県船橋市夏見台5-4-15

8,008,000 98.3%

宮崎育成牧場角馬場散水ポンプ・馬場内
揚水設備更新工事設計監理等業務

宮崎県宮崎市花ケ島町大原2347
宮崎育成牧場
場長　梅村　英人

2022年3月2日
㈱別当設計
宮崎県宮崎市恒久3-30-11

3,718,000

美浦トレーニング・センターウッドチップ馬
場路盤補修工事
茨城県稲敷郡美浦村美駒2500-2
ほ装工事

茨城県稲敷郡美浦村美駒2500-2
美浦トレーニング・センター
副場長　中山　由紀夫

2022年3月9日
㈱佐藤渡辺　茨城営業所
茨城県稲敷郡美浦村郷中2801-1

116,600,000 76.3%


