
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

11,858,000 2022年8月3日 指名競争

8,300,000 2022年12月2日 指名基準による

26,565,000 2022年8月3日 指名競争

18,595,000 2023年3月31日 指名基準による

40,194,000 2022年8月4日 指名競争

28,135,000 2022年11月18日 指名基準による

139,961,800 2022年8月9日 指名競争

97,973,000 2022年12月8日 指名基準による

44,572,000 2022年8月3日 指名競争 低入札価格調査実施

31,200,000 2022年12月15日 指名基準による

135,960,000 2022年8月4日 指名競争 低入札価格調査実施

95,172,000 2023年6月16日 指名基準による

51,480,000 2022年8月25日 指名競争

36,036,000 2023年10月27日 指名基準による

37,565,000 2022年8月3日 指名競争

26,295,000 2022年12月28日 指名基準による

45,782,000 2022年8月3日 指名競争

32,047,000 2022年12月28日 指名基準による

36,300,000 2022年8月3日 指名競争

25,410,000 2022年12月23日 指名基準による

30,965,000 2022年8月3日 指名競争

21,675,000 2022年12月23日 指名基準による

58,641,000 2022年8月3日 指名競争

41,048,000 2022年12月23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。

函館競馬場厩舎自転車置場改築（第2
期）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8月3日
㈱曲小小倉木材店
北海道函館市亀田町17-2

33,770,000 89.9%

函館競馬場ウォ－キングマシン新設工事
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8月3日
㈱曲小小倉木材店
北海道函館市亀田町17-2

45,760,000 99.9%

新潟競馬場調教師寮及び調教助手寮内
外装補修工事
新潟県新潟市笹山3490
建築一式工事

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8月3日
㈱小林組
新潟県阿賀野市曽郷302

57,970,000 98.9%

新潟競馬場アイビススタンド屋上防水改
修工事
新潟県新潟市笹山3490
建築一式工事

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8月3日
曽根建㈱
新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟
2492

35,970,000 99.1%

㈱佐藤工務店
新潟県新潟市北区木崎10

28,699,000 92.7%

札幌競馬場馬糧格納庫他塗装改修工事
北海道札幌市中央区北16条西16-1-1
建築一式工事

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8月3日
㈱アド建設工業
札幌市西区西町北5-2-2

29,513,000 66.2%

札幌競馬場馬場照明設備更新工事
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8月4日
北関電気工事㈱
北海道札幌市北区北6条西17-17-6

93,500,000 68.8%

新潟競馬場装鞍所繋厩舎A・C棟柱補修
工事
新潟県新潟市笹山3490
建築一式工事

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8月3日

95.8%

落札率 備考

ウインズ新白河冷却塔漏水修繕工事
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字前
山50
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8月3日
㈱石田工業所
福島県郡山市愛宕町3-5

11,825,000 99.7%

競走馬総合研究所常磐支所ウォーキン
グマシン新設工事
福島県いわき市常磐白鳥町上ノ原71
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8月4日
㈱渡辺組
福島県いわき市常磐関船町1-7-14

40,150,000 99.9%

札幌競馬場ダートコース路盤補修その他
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8月9日
㈱NIPPO　札幌中央出張所
札幌市中央区北3条西12-2-4

108,570,000 77.6%

競争入札による契約の公示（令和4年8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

馬事公苑宇都宮事業所防犯カメラ新設
工事
栃木県宇都宮市砥上町321-4
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8月3日
㈱保安興業
栃木県宇都宮市本丸町13-19

25,454,000

札幌競馬場馬場内キュービクル更新工
事
北海道札幌市中央区北16条西16-1-1
電気工事

93.2%
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8月25日
㈱アダマック
札幌市白石区平和通7丁目北14-22

48,000,000



競争入札による契約の公示（令和4年8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

14,256,000 2022年8月10日 指名競争 低入札価格調査実施

9,979,000 2023年4月28日 指名基準による

11,154,000 2022年8月24日 指名競争 低入札価格調査実施

7,807,000 2022年11月18日 指名基準による

- 2022年8月11日 指名競争

- 2022年10月28日 指名基準による

56,826,000 2022年8月10日 指名競争

39,778,000 2023年10月6日 指名基準による

- 2022年8月24日 指名競争

- 2023年4月21日 指名基準による

39,666,000 2022年8月31日 指名競争

27,766,000 2022年12月9日 指名基準による

8,313,800 2022年8月3日 指名競争

- 2022年12月9日 指名基準による

6,272,200 2022年8月3日 指名競争

- 2022年10月7日 指名基準による

57,772,000 2022年8月10日 指名競争

40,440,000 2022年12月7日 指名基準による

21,703,000 2022年8月3日 指名競争

15,192,000 2022年11月25日 指名基準による

7,183,000 2022年8月10日 指名競争

- 2022年9月30日 指名基準による

5,562,700 2022年8月18日 指名競争

- 2022年10月6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。

東京競馬場馬場自動散水設備ポンプ他
更新工事
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8月10日
酒井工業㈱　立川営業所
東京都立川市錦町2-2-19

53,680,000 94.5%

-
高木測量㈱
千葉県成田市並木町85

6,600,000

97.6%

中山競馬場職員舎宅(藤原A-4,5)外装及
び屋上防水改修工事
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8月24日
日本建設㈱
千葉県船橋市本町6-16-7

6,996,000 62.7%

中山競馬場各所駐車場他門扉更新及び
古作第2駐車場囲障改修工事設計監理
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8月11日

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8月10日

新潟競馬場検体採取所監視カメラ整備
工事
新潟県新潟市笹山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8月10日
㈱トーシス新潟
新潟県新潟市西区的場流通2－4－
5

9,790,000 68.7%

6,215,000 99.1%

阪神競馬場厩舎地区畳張替工事
兵庫県宝塚市駒の町1-1
建築一式工事

中京競馬場ツインハット棟冷温水発生機
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8月3日
綜合エンジニアリング㈱
愛知県名古屋市北区落合町262

8,192,800 98.5%

東京競馬場メモリアルスタンド屋上補給
水配管他改修工事
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8月31日
湧泉工業㈱
東京都府中市分梅町2-8-2

38,720,000

東京競馬場業務用駐車場整備工事設計
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8月24日
㈱セリオス　日野事務所
東京都日野市程久保8-1-2

4,378,000

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

-

阪神競馬場構内東地区ガス埋設配管更
新工事
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8月3日
㈱小畑工務店
兵庫県尼崎市上ノ島町1-33-1

18,427,000 84.9%

京都競馬場ビッグスワン避難階段外装
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

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8月10日
㈱吉富工務店
京都府京都市南区吉祥院石原西町
49

44,440,000 76.9%

ウインズ名古屋キャッシュレス増設に伴
う改修工事
愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-1-47
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8月3日
関興業㈱
愛知県刈谷市司町7-38

㈱YMD
兵庫県宝塚市安倉南4-20-6

3,300,000 45.9%

阪神競馬場ポニーリンク他東屋修繕工
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8月18日
㈱YMD
兵庫県宝塚市安倉南4-20-6

3,737,800 67.2%



競争入札による契約の公示（令和4年8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

45,111,000 2022年8月25日 指名競争 低入札価格調査実施

31,577,000 2022年12月15日 指名基準による

- 2022年8月25日 指名競争

- 2023年3月16日 指名基準による

- 2022年8月31日 一般競争（総合）

- 2024年6月14日 -

9,242,200 2022年8月10日 指名競争

- 2022年11月12日 指名基準による

6,325,000 2022年8月2日 指名競争

- 2022年11月30日 指名基準による

13,519,000 2022年8月10日 指名競争 低入札価格調査実施

9,463,000 2022年10月20日 指名基準による

82,303,100 2022年8月3日 指名競争

57,612,000 2022年12月2日 指名基準による

51,884,800 2022年8月30日 指名競争

36,319,000 2022年12月2日 指名基準による

82,192,000 2022年8月31日 指名競争

57,534,000 2023年8月31日 指名基準による

- 2022年8月2日 指名競争

- 2022年12月23日 指名基準による

7,472,300 2022年8月3日 指名競争

- 2022年12月16日 指名基準による

78,089,000 2022年8月10日 指名競争

54,662,000 2023年9月1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

5,060,000 -

馬事公苑宇都宮事業所周回走路路盤補
修工事
栃木県宇都宮市砥上町321-4
土木一式工事

栗東トレーニング・センター厩舎馬脚洗場
給湯設備更新工事設計等業務

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8月2日
㈱綜合計画
大阪府大阪市中央区内本町2-4-16

日高育成牧場1200ｍ直線砂馬場クッショ
ン砂取替工事
北海道浦河郡浦河町字西舎512-1の内
土木一式工事

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8月30日
磯田建設㈱
北海道沙流郡日高町富川東4-2-27

73.3%

70.2%

競走馬総合研究所第2研究棟冷温水発
生機№1定期整備工事
栃木県下野市柴1400-4
管工事

栃木県下野市柴1400-4
競走馬総合研究所
次長　吉田　年伸

2022年8月2日

小倉競馬場スタンド屋上スラブ防水改修
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8月25日
原口建設㈱
福岡県北九州市若松区大字安瀬
44-1

31,350,000

小倉競馬場紫水寮改築工事設計監理等
業務

㈱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

60,280,000

日高育成牧場放牧地柵更新（ハッタリ分
場１・４、Ｄ１・Ｄ２放牧地）工事
北海道浦河郡浦河町字西舎512-1の内
土木一式工事

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8月3日
磯田建設㈱
北海道沙流郡日高町富川東4-2-27

57,770,000

51,700,000

備考

栗東トレーニング・センター馬場照明高圧
ケーブル更新工事
滋賀県栗東市御園1028
電気工事

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8月3日
㈱ウエデン
滋賀県栗東市小柿9-1022-6

3,520,000 47.1%

栗東トレーニング・センター競走馬スイミ
ングプール・第４汚水処理場キュービク
ル更新工事
滋賀県栗東市御園1028
電気工事

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8月10日
㈱中島電業所
滋賀県草津市川原町132-4

60,940,000 78.0%

99.6%

日高育成牧場屋外高圧受変電設備更新
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8月31日

㈱田中工業
栃木県宇都宮市簗瀬町1923-2

6,270,000 99.1%

競走馬総合研究所常磐支所ウォータート
レッドミル及び温浴場塗装工事
栃木県下野市柴1400-4
塗装工事

栃木県下野市柴1400-4
競走馬総合研究所
次長　吉田　年伸

2022年8月10日
㈱郡山塗装
福島県郡山市喜久田町卸3-38-1

7,480,000 55.3%

83.3%
栃木県宇都宮市砥上町321-4
馬事公苑
苑長　甲田　啓

2022年8月10日
㈱中津工業
栃木県鹿沼市上田町2340

7,700,000

小倉競馬場スタンドパッケージエアコン
更新工事
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8月31日
㈱九電工　北九州支店
福岡県北九州市小倉北区米町2-2-
1新小倉ビル

810,700,000 -

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

69.5%

-2022年8月25日
㈱内藤建築事務所　九州事務所
福岡県福岡市博多区博多駅前1-
14-16

27,500,000



競争入札による契約の公示（令和4年8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

77,528,000 2022年8月31日 指名競争 低入札価格調査実施

54,269,000 2023年9月1日 指名基準による

94,116,000 2022年8月31日 指名競争

65,881,000 2023年4月28日 指名基準による

75,133,300 2022年8月3日 指名競争

52,593,000 2022年10月28日 指名基準による

23,234,200 2022年8月4日 指名競争

16,263,000 2022年10月28日 指名基準による

41,899,000 2022年8月3日 指名競争

29,329,000 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。

栗東トレーニング・センター構内各所ゴム
チップ舗装補修工事
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8月3日
三国工業㈱
滋賀県草津市笠山2-1-9

63,800,000 84.9%

落札率

20,350,000

栗東トレーニング・センター厩舎地区・地
下馬道照明器具更新工事
滋賀県栗東市御園1028
電気工事

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8月31日
㈱テクノミツボシ
滋賀県甲賀市水口町本丸3-45

48,950,000 63.1%

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 備考

栗東トレーニング・センター厩舎地区防犯
カメラ増設工事
滋賀県栗東市御園1028
電気工事

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8月31日
㈱さんでん
滋賀県栗東市坊袋190-1

79,200,000 84.2%

87.6%

美浦トレーニング・センター南馬場保全機
械庫塗装修繕工事
茨城県稲敷郡美浦村美駒2500-2
塗装工事

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8月3日
㈱鈴木塗装工務店 茨城営業所
茨城県土浦市神立東2-31-16

37,587,000 89.7%

美浦トレーニング・センター汚水管及び雨
水管清掃作業
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8月4日
吉田建設㈱
茨城県稲敷市江戸崎甲3085


