
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6月8日 指名競争

－ 2023年2月28日 指名基準による

17,446,000 2022年6月8日 指名競争

12,212,000 2022年9月20日 指名基準による

25,438,600 2022年6月8日 指名競争

17,807,000 2022年9月1日 指名基準による

8,730,700 2022年6月15日 指名競争

- 2022年9月16日 指名基準による

18,997,000 2022年6月22日 指名競争 低入札価格調査実施

13,297,000 2022年12月16日 指名基準による

38,698,000 2022年6月29日 指名競争

27,088,000 2023年2月28日 指名基準による

30,019,000 2022年6月1日 指名競争

21,013,000 2022年11月25日 指名基準による

17,292,000 2022年6月1日 指名競争

12,104,000 2022年9月22日 指名基準による

13,255,000 2022年6月8日 指名競争 低入札価格調査実施

9,278,000 2022年12月9日 指名基準による

14,828,000 2022年6月8日 指名競争

10,379,000 2022年11月4日 指名基準による

12,100,000 2022年6月8日 指名競争

8,470,000 2023年3月31日 指名基準による

2,641,100 2022年6月15日 指名競争

－ 2022年12月9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。

福島競馬場JRA事務所他防犯カメラ新設
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6月15日
㈲信誠電気
福島県伊達市梁川町舟生字西53

2,530,000 95.8%

函館競馬場厩舎地区他外灯更新工事
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6月1日
協同電気通信㈱
北海道函館市桔梗2-10-12

26,950,000 89.8%

49.8%

福島競馬場北入場門シャッター更新工事
福島県福島市桜木町17-55
建築一式工事

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6月1日
国分木材工業㈱
福島県本宮市白岩字柳内687-1

14,300,000 82.7%

ウインズ新白河給水ポンプユニット更新
工事
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字前
山50
管工事

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6月8日
㈱石田工業所
福島県郡山市愛宕町3-5

11,000,000 90.9%

福島競馬場検体採取所監視カメラ整備
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

2022年6月8日
㈱佐藤電気商会
福島県福島市西中央4-45

11,583,000 78.1%

ウインズ新白河放送設備更新工事
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字前
山50
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6月8日
大槻電気通信㈱
福島県郡山市田村町金屋字上川原
286

6,597,800

2022年6月8日
㈱日昇建設
山梨県笛吹市八代町永井261-1

23,705,000 93.2%

競走馬理化学研究所照明器具更新工事
栃木県宇都宮市鶴田町1731-2
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6月29日
㈲柴電工業
栃木県小山市荒井10-5

28,298,600 73.1%

ウインズ難波放送設備更新工事
大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70
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6月22日
共栄電業㈱
大阪府大阪市住之江区平林北2-2-
16

12,078,000 63.6%

ウインズ浅草キャッシュレス端末増設に
伴う改修工事
東京都台東区浅草2-8-6
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6月15日
㈱佐藤工務店
東京都新宿区余丁町6-35　氏家ビ
ル1-A

7,406,300

備考

競走馬総合研究所業務管理棟他照明設
備及び構内外灯器具更新工事設計監理
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6月8日
㈱大藤電気設計
栃木県下都賀郡壬生町至宝2-11-3

3,190,000 －

ウインズ津軽屋外看板更新及び防火
シャッター改修工事
青森県南津軽郡田舎館村大字大字高樋
字大曲7-1
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6月8日
㈱芳賀信建設
青森県北津軽郡板柳町大字福野田
字常盤66-51

13,530,000

競争入札による契約の公示（令和4年6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

77.6%

落札率

84.8%

ウインズ石和A-3駐車場舗装補修工事
山梨県笛吹市石和町窪中島1017-1
ほ装工事

東京都港区西新橋1-1-1
施設部施設総務課長　増田　武志



競争入札による契約の公示（令和4年6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

12,639,000 2022年6月29日 指名競争

8,847,000 2022年12月9日 指名基準による

9,104,700 2022年6月29日 指名競争

－ 2022年12月9日 指名基準による

32,441,200 2022年6月29日 指名競争

22,708,000 2022年9月30日 指名基準による

17,160,000 2022年6月1日 指名競争

12,012,000 2022年7月29日 指名基準による

－ 2022年6月8日 指名競争

－ 2022年8月19日 指名基準による

142,560,000 2022年6月22日 指名競争 低入札価格調査実施

99,792,000 2022年12月9日 指名基準による

53,218,000 2022年6月29日 指名競争

37,252,000 2022年11月25日 指名基準による

－ 2022年6月29日 一般競争（総合）

－ 2022年12月8日 －

59,884,000 2022年6月1日 指名競争 低入札価格調査実施

41,918,000 2022年10月5日 指名基準による

45,672,000 2022年6月1日 指名競争 低入札価格調査実施

31,970,000 2022年9月30日 指名基準による

－ 2022年6月8日 一般競争（総合）

－ 2023年4月7日 －

89,116,500 2022年6月8日 指名競争

62,381,000 2022年8月19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。

2022年6月29日
㈱植留緑化土木
福島県福島市飯坂町平野字原東1-
7

31,900,000

㈲信誠電気
福島県伊達市梁川町舟生字西53

12,100,000 95.7%
福島競馬場中央監視設備整備工事
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

2022年6月29日

57.6%

305,800,000 －

東京競馬場東無料休憩所解体撤去工事
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6月1日
ハザマ・エンジニアリング㈱
東京都世田谷区上野毛1-25-22

26,290,000

東京競馬場芝馬場路盤更新（第5期）及
び芝馬場芝張替工事
東京都府中市日吉町1-1
ほ装工事

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6月8日
世紀東急工業㈱　東京支店
東京都渋谷区宇田川町42-6　宇田
川町オフィス3階

77,770,000 87.3%

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6月1日
㈱佐藤工務店
新潟県新潟市北区木崎10

17,050,000

中山競馬場非常用照明更新工事設計監
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6月8日
三井企画㈱
東京都立川地錦町4－5－15

3,575,000

備考

中山競馬場馬場照明設備増設工事
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6月29日
㈱関電工　千葉支店　浦安内線営
業所
千葉県浦安市富士見5-24-2

1,358,500,000 －

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

96.7%

98.3%

㈱勝電ユニテク
千葉県船橋市東船橋3-39-16

93,500,000 65.6%

中山競馬場厩舎地区防犯カメラ設置工
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6月22日

99.4%

－

新潟競馬場バス乗場日除け補修工事
新潟県新潟市北区笹山3490
建築一式工事

福島競馬場八島町舎宅他防犯カメラ新
設工事
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

2022年6月29日
㈲信誠電気
福島県伊達市梁川町舟生字西53

8,800,000

福島競馬場芝馬場芝張替工事
福島県福島市松浪町9-23
造園工事

福島県福島市松浪町9－23
福島競馬場
副場長　二村　啓介

中山競馬場防火設備修繕工事
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6月29日
日本建設㈱
千葉県船橋市本町6-16-7

37,565,000 70.6%

東京競馬場フジビュースタンドウッドデッ
キその他改修工事
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6月1日
ハザマ・エンジニアリング㈱
東京都世田谷区上野毛1-25-22

37,928,000 63.3%

東京競馬場厩舎空調設備新設工事
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6月8日
三建設備工業㈱　東京支店
東京都中央区新川1-17-21



競争入札による契約の公示（令和4年6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

54,103,500 2022年6月8日 指名競争 低入札価格調査実施

37,872,000 2022年9月30日 指名基準による

97,214,000 2022年6月15日 指名競争

68,049,000 2022年9月30日 指名基準による

17,809,000 2022年6月22日 指名競争 低入札価格調査実施

12,466,000 2022年9月2日 指名基準による

6,471,300 2022年6月29日 指名競争

－ 2022年11月30日 指名基準による

8,214,800 2022年6月29日 指名競争

－ 2022年10月28日 指名基準による

－ 2022年6月15日 一般競争（総合）

－ 2022年10月27日 －

42,163,000 2022年6月1日 指名競争

29,514,000 2022年9月30日 指名基準による

87,714,000 2022年6月15日 指名競争

61,399,000 2022年9月30日 指名基準による

232,100,000 2022年6月22日 指名競争 低入札価格調査実施

162,470,000 2023年2月10日 指名基準による

10,277,300 2022年6月29日 指名競争

7,194,000 2022年10月14日 指名基準による

9,868,100 2022年6月21日 指名競争

- 2022年9月30日 指名基準による

16,104,000 2022年6月23日 指名競争

11,272,000 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。

東京競馬場乗馬センター角馬場柵他更
新及び路盤補修工事
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6月15日
林建設㈱
東京都調布市小島町2-56-3

96,800,000 99.6%

中京競馬場外厩舎馬脚洗場隔壁補修工
事
愛知県豊明市間米町敷田1225
建築一式工事

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6月22日
親和建設㈱
愛知県碧南市松本町36-2

9,570,000 53.7%

小倉競馬場投票窓口改修工事
福岡県北九州市小倉北区北方4-5-1
内装仕上工事

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6月21日
㈱ディック
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣1-
10-21

9,350,000 94.7%

小倉競馬場スタンド3～5階系統ファンコ
ンベクター温水コイル交換工事
福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1
管工事

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6月23日
大生産業㈱
福岡県北九州市小倉南区春ケ丘1-
8

16,100,000 99.9%

阪神競馬場田近野舎宅8号棟リフレッ
シュ工事
兵庫県西宮市田近野町1-96
兵庫県西宮市田近野町1-99
建築一式工事

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6月22日
㈱平尾工務店
兵庫県加東市天神341

141,680,000 61.0%

ウインズ梅田B館入場者計数装置更新
工事
大阪府大阪市北区芝田2-2-33
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6月29日
マルヤ電気㈱
大阪府大阪市東淀川区豊新1-1-7

8,657,000 84.2%

阪神競馬場ダートコース及び乗馬セン
ター角馬場路盤補修工事
兵庫県宝塚市駒の町1-1
ほ装工事

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6月15日
鹿島道路㈱　兵庫営業所
兵庫県神戸市西区今寺14-28

80,960,000 92.3%

備考

阪神競馬場キャッシュレス端末増設に伴
う改修工事
兵庫県宝塚市駒の町1-1
建築一式工事

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6月1日
三輝建設㈱
兵庫県尼崎市東大物町2-1-25

30,800,000 73.0%

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

中京競馬場外厩舎各所換気設備整備工
事
愛知県豊明市間米町敷田1225
管工事

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6月29日
菊本電気工事㈱
愛知県東海市横須賀町四ノ割70

阪神競馬場厩舎空調設備新設工事
兵庫県宝塚市駒の町1-1
管工事

東京競馬場ダートコース路盤補修工事
東京都府中市日吉町1-1
ほ装工事

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6月8日
日本道路㈱　西東京営業所
東京都八王子市長沼町486

37,334,000 69.0%

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6月15日
三建設備工業㈱　大阪支店
大阪府大阪市北区堂島浜1-4-16

435,600,000 －

4,950,000 76.5%

京都競馬場乗馬センター駐車場整備工
事
京都府京都市伏見区葭島渡場島町32
土木一式工事

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6月29日
林建工㈱
京都府京都市伏見区横大路下三栖
山殿7-1

6,380,000 77.7%



競争入札による契約の公示（令和4年6月分）

No.4

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

24,453,000 2022年6月30日 指名競争 低入札価格調査実施

17,117,000 2022年12月8日 指名基準による

35,784,100 2022年6月1日 指名競争

25,048,000 2022年9月16日 指名基準による

13,178,000 2022年6月21日 指名競争

9,224,000 2022年9月30日 指名基準による

24,926,000 2022年6月22日 指名競争

17,448,000 2022年11月30日 指名基準による

6,146,800 2022年6月21日 指名競争

－ 2022年12月2日 指名基準による

6,956,400 2022年6月22日 指名競争

－ 2022年12月2日 指名基準による

100,419,000 2022年6月8日 指名競争

70,293,000 2022年11月4日 指名基準による

4,405,500 2022年6月15日 指名競争

－ 2022年8月31日 指名基準による

113,747,700 2022年6月23日 指名競争

79,623,000 2022年12月16日 指名基準による

－ 2022年6月8日 指名競争

－ 2022年9月30日 指名基準による

－ 2022年6月8日 指名競争

－ 2022年8月31日 指名基準による

50,127,000 2022年6月15日 指名競争

35,088,000 2022年12月9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。

栗東トレーニング・センター第4汚水処理
場他機器整備工事
滋賀県栗東市御園1028
機械器具設置工事

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6月15日
浅野アタカ㈱　滋賀営業所
滋賀県栗東市目川1025

49,984,000 99.7%

栗東トレーニング・センター競馬会事務所
2階空調設備更新工事設計監理等業務

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6月8日
阪急設計コンサルタント㈱
大阪府大阪市北区芝田1-4-8

3,960,000 －

栗東トレーニング・センター高圧配電線路
整備工事設計等業務

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6月8日
㈱中之島設計
大阪府大阪市北区菅原町11-10

2,650,000 －

栗東トレーニング・センター厩舎（ロ-1・輸
出検疫B）解体及び跡地整備工事
滋賀県栗東市御園1028
土木一式工事

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6月23日
中西建設㈱
滋賀県守山市荒見町132-1

105,600,000 92.8%

宮崎育成牧場職員休憩所塗装改修工事
宮崎県宮崎市花ケ島町大原2347
建築一式工事

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6月15日
㈲秋月工務店
宮崎県宮崎市吉村町引土甲549-6

3,157,000 71.7%

日高育成牧場南給水濁度計及びコンプ
レッサー交換工事
北海道浦河郡浦河町字西舎512-1の内
管工事

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6月22日
㈱道南
北海道日高郡新ひだか町静内駒場
6-8

5,280,000 75.9%

宮崎育成牧場材料倉庫及び藁牧草格納
庫他改築工事
宮崎県宮崎市花ケ島町大原2347
建築一式工事

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6月8日
㈱中野産業
宮崎県宮崎市大塚町水流5145-3

88,990,000 88.6%

日高育成牧場空調機・自動制御機器整
備工事
北海道浦河郡浦河町字西舎512-1の内
管工事

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6月21日
㈱道南
北海道日高郡新ひだか町静内駒場
6-8

4,906,000 79.8%

競走馬総合研究所感染実験棟チラー更
新及び屋外給水ポンプ棟加圧ポンプ更
新工事
栃木県下野市柴1400-4
管工事

栃木県下野市柴1400-4
日本中央競馬会競走馬総合研究所
次長　吉田　年伸

2022年6月22日
㈱田中工業
栃木県宇都宮市簗瀬町1923-2

23,430,000 94.0%

競走馬総合研究所エアーフィルター更新
工事
栃木県下野市柴1400-4
管工事

栃木県下野市柴1400-4
日本中央競馬会競走馬総合研究所
次長　吉田　年伸

2022年6月21日
㈱環境システム
栃木県宇都宮市下荒針町4074-1

11,220,000 85.1%

競馬学校第２角馬場路盤補修工事
千葉県白井市根835-1
ほ装工事

千葉県白井市根835-1
競馬学校
副校長　寺内　清人

2022年6月1日
㈱NIPPO　船橋出張所
千葉県船橋市西浦2-17-1

29,469,000 82.4%

備考

小倉競馬場大型映像装置更新に伴う建
築仕上げ改修工事
福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1
建築一式工事

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6月30日
㈱豊秀建設
福岡県京都郡みやこ町豊津1111-1

11,110,000 45.4%

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



No.5

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

24,651,000 2022年6月29日 指名競争 低入札価格調査実施

17,255,000 2022年10月28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6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 落札率 備考

栗東トレーニング・センター第4汚水処理
施設他防水改修工事
滋賀県栗東市御園1028
建築一式工事

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6月29日
㈱ケイ・ジー
滋賀県大津市下阪本2-1-2

15,884,000 64.4%


