
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

16,929,000 2022年5月18日 指名競争

11,850,000 2022年7月15日 指名基準による

5,864,100 2022年5月26日 指名競争

- 2022年10月21日 指名基準による

97,812,000 2022年5月26日 指名競争

68,468,000 2023年1月31日 指名基準による

48,488,000 2022年5月26日 指名競争

33,941,000 2023年1月31日 指名基準による

33,946,000 2022年5月18日 指名競争

23,762,000 2022年12月9日 指名基準による

－ 2022年5月6日 指名競争

－ 2022年8月10日 指名基準による

7,922,200 2022年5月26日 指名競争

- 2022年11月30日 指名基準による

44,374,000 2022年5月26日 指名競争 低入札価格調査実施

31,061,000 2022年11月30日 指名基準による

6,455,900 2022年5月18日 指名競争

- 2022年12月2日 指名基準による

24,497,000 2022年5月26日 指名競争 低入札価格調査実施

17,147,000 2022年12月2日 指名基準による

148,060,000 2022年5月25日 指名競争

103,642,000 2022年11月25日 指名基準による

150,150,000 2022年5月6日 指名競争 低入札価格調査実施

105,105,000 2022年11月30日 指名基準による 次順位繰上

※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。

大進電業㈱
新潟県新発田市佐々木1895-9

77.7%
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5月6日
㈱関西リペア工業
京都府京都市左京区一乗寺大原田
町20-5

㈲サトウ設備
新潟県新潟市北区葛塚4534-1

7,425,000 93.7%

60.7%

108,900,000

2,105,400 32.6%
中山競馬場電力量計取替工事
千葉県船橋市古作1-1-1
電気工事

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5月18日
㈱アライ照明
千葉県市川市鬼高1-14-13

ウインズ神戸A館防犯カメラ更新工事
兵庫県神戸市中央区元町通2-10-2
電気工事

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5月26日
ミナト電気工事㈱
兵庫県神戸市中央区楠町6-1-12

39,270,000 81.0%

30,800,000 90.7%
㈲信誠電気
福島県伊達市梁川町舟生字西53

新潟競馬場スタンド整流器他蓄電池更
新工事
新潟県新潟市北区笹山3490
電気工事

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5月26日 26,950,000

116,600,000

新潟競馬場ウッドチップ排水処理施設機
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5月26日

備考

ウインズ新横浜冷却塔整備工事
神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-7
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5月26日
㈲村木設備工業
神奈川県鎌倉市鎌倉山3-18-22

5,280,000 90.0%

新潟競馬場厩舎地区防犯カメラ新設工
事設計等業務

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5月6日
新潟環境整備㈱
新潟県新潟市北区島見町3399-4

2,805,000 －

ウインズ梅田防犯カメラ更新工事
A館　大阪府大阪市北区芝田2-1-16
B館　大阪府大阪市北区芝田2-2-33
電気工事

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5月26日

99.4%

落札率

マルヤ電気㈱
大阪府大阪市東淀川区豊新1-1-7

68,200,000 69.7%

2022年5月18日

福島競馬場非常放送用直流電源装置更
新工事
福島県福島市桜木町17-55
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

競争入札による契約の公示（令和4年5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

ウインズ新横浜キャッシュレス端末増設
に伴う改修工事
神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-7
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5月18日
西武建設㈱　横浜支店
神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-
12

16,830,000

中山競馬場JRA統一サインシステム導入
に伴う改修工事
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5月25日

中山競馬場検体採取所監視カメラ整備
工事
千葉県船橋市古作1-1-1
電気工事

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5月26日
㈱興電社
千葉県市川市北方町4-1444-28

16,280,000 66.5%

利興建設㈱
千葉県船橋市本中山13-7

京都競馬場ステーションゲートほか修繕
工事
京都府京都市伏見区葭島渡場島町32
建築一式工事

73.6%



競争入札による契約の公示（令和4年5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

－ 2022年5月18日 指名競争

－ 2022年8月31日 指名基準による

－ 2022年5月18日 指名競争

－ 2022年8月31日 指名基準による

－ 2022年5月17日 指名競争

－ 2023年12月1日 指名基準による

43,091,400 2022年5月24日 指名競争

30,163,000 2022年10月31日 指名基準による

20,350,000 2022年5月25日 指名競争

14,245,000 2022年9月30日 指名基準による

9,755,900 2022年5月25日 指名競争

－ 2022年8月31日 指名基準による

－ 2022年5月18日 指名競争 低入札価格調査実施

－ 2022年12月23日 指名基準による 次順位繰上

－ 2022年5月25日 指名競争

－ 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。

競馬学校照明設備更新工事設計監理等
業務

千葉県白井市根835-1
競馬学校
副校長　寺内　清人

2022年5月18日
㈱大藤電気設計　東京事務所
東京都小金井市貫井南町2-15-11
プラザ貫井301号室

備考

美浦トレーニング・センターC棟舎宅他防
犯カメラ設置工事設計監理等業務

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5月25日
㈱H・A設計事務所
東京都新宿区下宮比町2-28-506

3,685,000 －

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

日高育成牧場育成エリア屋内トラック馬
場（800ｍ）監視カメラ更新工事
北海道浦河郡浦河町字西舎512-1の内
電気工事

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5月25日
㈱新興電気　静内支店
北海道日高郡新ひだか町静内神森
12-6

9,680,000

2,750,000

日高育成牧場育成馬厩舎1号周囲他舗
装補修工事
北海道浦河郡浦河町字西舎512-1の内
ほ装工事

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5月24日
㈱岡田共立興産
北海道様似郡様似町栄町236-10

39,160,000

3,850,000

競馬学校騎手課程寮空調設備更新工事
設計監理等業務

千葉県白井市根835-1
競馬学校
副校長　寺内　清人

2022年5月18日

日高育成牧場屋外高圧受変電設備更新
工事設計監理等業務

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5月17日
㈱総合設備コンサルタント　札幌事
務所
北海道札幌市中央区北4条西16-1

4,400,000

－

90.9%

－

99.2%

㈱元設計研究所
東京都新宿区高田馬場2-1-2　田島
ビル5F

栗東トレーニング・センター厩舎改築(イ-
22～26跡地)工事設計等業務

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5月18日
㈱ビルディング・コンサルタントワイ
ズ
滋賀県大津市におの浜3-4-48

19,635,000 －

－

日高育成牧場育成馬診療所・業務係員
詰所屋根防水改修工事
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5月25日
㈱藤沢組
北海道日高郡新ひだか町静内御幸
町4-1-11

14,850,000 73.0%


