
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

15,906,000 2022年4月6日 指名競争

11,134,000 2022年7月15日 指名基準による

－ 2022年4月6日 指名競争

－ 2023年5月31日 指名基準による

－ 2022年4月6日 指名競争

－ 2023年2月24日 指名基準による

5,011,600 2022年4月20日 指名競争

- 2022年9月30日 指名基準による

－ 2022年4月27日 指名競争

－ 2023年4月28日 指名基準による

123,246,200 2022年4月13日 指名競争

86,272,000 2022年6月17日 指名基準による

38,042,400 2022年4月13日 指名競争

26,629,000 2022年6月17日 指名基準による

26,590,300 2022年4月28日 指名競争

18,613,000 2022年6月17日 指名基準による

43,538,000 2022年4月27日 指名競争

30,476,000 2023年3月31日 指名基準による

－ 2022年4月6日 指名競争

－ 2022年5月31日 指名基準による

30,266,500 2022年4月20日 指名競争

21,186,000 2022年7月13日 指名基準による

71,654,000 2022年4月21日 指名競争

50,157,000 2022年12月15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。

競争入札による契約の公示（令和4年4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

競走馬総合研究所常磐支所事務所棟他
空調設備および受水槽・高架水槽更新
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4月6日
㈱永山建築設計事務所
福島県いわき市内郷御台境町鶴巻
75-7

7,260,000 －

落札率 備考

ウインズ錦糸町キャッシュレス端末増設
に伴う改修工事
東京都墨田区江東橋3-8-2
建築一式工事

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4月6日
㈱秀和建設
東京都荒川区西尾久7-42-12

12,650,000 79.5%

ウインズ釧路小荷物専用昇降機整備工
事
北海道釧路郡釧路町中央2-5
機械器具設置工事

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4月20日
㈱三雄電機工業
北海道釧路市喜多町5-1

3,850,000 76.8%

馬事公苑弦巻寮受変電設備他更新工事
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4月6日
㈱元設計研究所
東京都新宿区高田馬場2-1-2田島
ビル5F

10,615,000 －

札幌競馬場芝養成地整備工事
北海道札幌市中央区北16条西16-1-1
造園工事

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4月28日
㈱コクサク
北海道札幌市豊平区月寒東2条16-
1-89

21,758,000 81.8%

ウインズ石和投票所他空調設備更新工
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4月27日
三井企画㈱
東京都立川市錦町4-5-15

3,960,000 －

札幌競馬場管理用道路ゴムチップ舗装
工事
北海道札幌市中央区北16条西16-1-1
ほ装工事

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4月13日
大成ロテック㈱　北海道支社
北海道札幌市中央区南1条西1－4

89,980,000 73.0%

札幌競馬場厩舎馬道路盤補修工事
北海道札幌市中央区北16条西16-1-1
土木一式工事

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4月13日
道協建設㈱
北海道札幌市中央区北16条西16-
1-22

37,400,000 98.3%

函館競馬場ウォーキングマシン新設工事
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4月6日
㈱澄建築設計事務所
北海道函館市豊川町21-7

2,156,000 －

函館競馬場４コーナーキュービクル更新
工事
北海道函館市駒場町12-2
電気工事

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4月27日
大鎌電気㈱
北海道函館市美原3-36-5

42,900,000 98.5%

新潟競馬場馬場自動散水器整備工事
新潟県新潟市北区笹山3490
管工事

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4月21日
㈱大二工業
新潟県新潟市中央区鐙3-2-6

61,270,000 85.5%

新潟競馬場ダートコース路盤補修工事
新潟県新潟市北区笹山3490
ほ装工事

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4月20日
㈱ガイアート　新潟営業所
新潟県新潟市北区下大谷内378-6

25,300,000 83.6%



競争入札による契約の公示（令和4年4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

38,995,000 2022年4月6日 指名競争

27,296,000 2022年6月10日 指名基準による

－ 2022年4月6日 指名競争

－ 2022年7月14日 指名基準による

58,551,900 2022年4月13日 指名競争

40,986,000 2022年8月5日 指名基準による

107,515,100 2022年4月20日 指名競争

75,260,000 2023年1月20日 指名基準による

252,560,000 2022年4月21日 指名競争

176,792,000 2023年4月7日 指名基準による

51,447,000 2022年4月27日 指名競争 低入札価格調査実施

36,012,000 2023年4月7日 指名基準による

21,230,000 2022年4月27日 指名競争

14,861,000 2022年9月30日 指名基準による

55,354,200 2022年4月27日 指名競争 低入札価格調査実施

38,747,000 2022年9月2日 指名基準による

55,016,500 2022年4月27日 指名競争

38,511,000 2022年9月2日 指名基準による

9,861,500 2022年4月20日 指名競争

- 2022年12月16日 指名基準による

92,198,700 2022年4月13日 指名競争

64,539,000 2022年9月2日 指名基準による

56,540,000 2022年4月27日 指名競争 低入札価格調査実施

39,578,000 2022年10月7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。

中山競馬場ダートコース路盤補修工事
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4月13日
大成ロテック㈱　船橋営業所
千葉県船橋市北本町2-36

47,630,000 81.3%

備考

中山競馬場バックヤードトイレ自動水栓
化工事設計監理等業務

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4月6日
㈱元設計研究所
東京都新宿区高田馬場2-1-2

7,150,000 －

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

中山競馬場若宮第２駐車場埋蔵文化財
調査に伴う舗装撤去工事
千葉県船橋市古作1-1-1
建築一式工事

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4月6日
関本工業㈱
千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷2-7-14

32,890,000

東京競馬場投票窓口改修工事
東京都府中市日吉町1-1
建築一式工事

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4月27日
タマアクト㈱
東京都西東京市中町4-8-3

19,360,000 91.2%

東京競馬場装鞍所ミスト設備新設工事
東京都府中市日吉町1-1
管工事

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4月27日
福吉設備工業㈱
東京都世田谷区南烏山4-4-15

34,650,000 67.4%

中京競馬場ダートコース路盤補修工事
愛知県豊明市間米町敷田1225
ほ装工事

愛知県豊明市間米町敷田1225
中京競馬場
副場長　浮島　理

2022年4月27日
東亜道路工業㈱　中部支社
愛知県名古屋市東区白壁1-45

38,830,000 70.6%

中京競馬場芝馬場芝張替工事（夏期）
愛知県豊明市間米町敷田1225
造園工事

愛知県豊明市間米町敷田1225
中京競馬場
副場長　浮島　理

2022年4月27日
㈱富士グリーンテック　中部支店
愛知県名古屋市緑区大高町二番割
72-1

30,470,000 55.0%

阪神競馬場検量エリア他馬冷却用シャ
ワー設置工事
兵庫県宝塚市駒の町1-1
管工事

兵庫県宝塚市駒の町1-1
阪神競馬場
副場長　横江　誠司

2022年4月27日
㈱エイダブリューエンジニアリング
兵庫県西宮市越水町4-22

25,080,000 44.4%

京都競馬場調整ルーム屋上テレビ共聴
設備更新工事
京都府京都市伏見区葭島渡場島町32
電気工事

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4月20日
㈱植田電機
京都市伏見区納所北城堀3-5

4,510,000 45.7%

阪神競馬場芝馬場芝張替工事
兵庫県宝塚市駒の町1-1
造園工事

兵庫県宝塚市駒の町1-1
阪神競馬場
副場長　横江　誠司

2022年4月13日
㈱日比谷アメニス　神戸営業所
兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6-
10-5

82,335,000 89.3%

84.3%

東京競馬場外周囲障改修工事（第2期）
東京都府中市日吉町1-1
土木一式工事

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4月20日
㈱MIC　東京支店
東京都世田谷区桜新町1-26-13

99,220,000 92.3%

東京競馬場厩舎地区防犯カメラ設置他
工事
東京都府中市日吉町1-1
電気工事

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4月21日
㈱関電工　多摩支店
東京都八王子市明神町2-24-6

209,000,000 82.8%



競争入札による契約の公示（令和4年4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

103,323,000 2022年4月27日 指名競争

72,326,000 2022年12月9日 指名基準による

17,416,300 2022年4月21日 指名競争 低入札価格調査実施

12,191,000 2022年6月17日 指名基準による

14,421,000 2022年4月20日 指名競争

10,094,000 2022年11月30日 指名基準による

19,701,000 2022年4月20日 指名競争 低入札価格調査実施

13,790,000 2022年9月30日 指名基準による

－ 2022年4月27日 一般競争（総合）

－ 2023年8月31日 -

33,928,400 2022年4月7日 指名競争

23,749,000 2022年7月1日 指名基準による

7,277,600 2022年4月13日 指名競争

- 2022年11月26日 指名基準による

174,762,500 2022年4月13日 指名競争

122,333,000 2022年11月30日 指名基準による

42,564,500 2022年4月20日 指名競争 低入札価格調査実施

29,795,000 2022年9月30日 指名基準による

71,148,000 2022年4月13日 指名競争 低入札価格調査実施

49,803,000 2022年7月29日 指名基準による

― 2022年4月27日 指名競争

― 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

小倉競馬場厩舎馬道整備工事
福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1
土木一式工事

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4月21日
上田建設工業㈱
福岡県北九州市小倉南区徳力新町
1-24-16

7,480,000 42.9%

阪神競馬場厩舎地区防犯カメラ設置工
事
兵庫県宝塚市駒の町1-1
電気工事

兵庫県宝塚市駒の町1-1
阪神競馬場
副場長　横江　誠司

2022年4月27日
不二電気工事㈱
兵庫県尼崎市武庫之荘6-24-16

103,180,000 99.9%

競馬学校手洗い自動水洗整備工事
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4月20日
土佐工業㈱
千葉県船橋市三咲4-11-6

6,545,000 33.2%

競馬学校汚水処理施設整備工事
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4月20日
堤管工㈲
千葉県船橋市夏見台5-4-15

14,245,000 98.8%

64.1%

栗東トレーニング・センター競走馬診療所
MRI室空調設備改修工事
滋賀県栗東市御園1028
管工事

滋賀県栗東市御園1028
栗東トレーニング・センター
副場長　後藤　孝生

2022年4月13日
湖南工業㈱
滋賀県栗東市小柿5-13-3

7,000,000 96.2%

日高育成牧場あかしあ寮改築工事
北海道浦河郡浦河町字西舎512-1の内
建築一式工事

北海道浦河郡浦河町字西舎535-13
日高育成牧場
副場長　頃末　憲治

2022年4月27日
伊藤組土建㈱
北海道札幌市中央区北4条西4-1

913,000,000 －

宮崎育成牧場角馬場路盤改修工事
宮崎県宮崎市花ケ島町大原2347
土木一式工事

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4月7日
㈱田村産業
宮崎県宮崎市福島町3-2-1

26,180,000 77.2%

栗東トレーニング・センターウッドチップ馬
場路盤補修工事
滋賀県栗東市御園1028
ほ装工事

滋賀県栗東市御園1028
栗東トレーニング・センター
副場長　村上　佳史

2022年4月13日
光工業㈱　滋賀支店
滋賀県草津市南草津3-1-1

166,100,000 95.0%

美浦トレーニング・センター調整ルーム女
性用浴室ボイラー他更新工事設計等業
務

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4月27日
㈱元設計研究所
東京都新宿区高田馬場2-1-2田島
ビル5F

4,180,000 ―

美浦トレーニング・センター南馬場地下馬
道扇風機設置工事
茨城県稲敷郡美浦村美駒2500-2
電気工事

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4月13日
㈱小林電気商会
茨城県潮来市日の出1-5-7

28,270,000 39.7%

美浦トレーニング・センター森林バーク馬
道バーク取替工事
茨城県稲敷郡美浦村美駒2500-2
土木一式工事

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4月20日
㈱沼崎商事
茨城県稲敷郡美浦村受領49-1

27,280,000


