
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9月7日 一般競争（総合）

- 2025年7月31日 －

24,728,000 2022年9月21日 指名競争

17,309,000 2023年5月26日 指名基準による

23,518,000 2022年9月1日 指名競争

16,462,000 2023年4月28日 指名基準による

15,925,800 2022年9月14日 指名競争

11,148,000 2022年11月25日 指名基準による

66,682,000 2022年9月14日 指名競争

46,677,000 2022年12月16日 指名基準による

19,811,000 2022年9月28日 指名競争

13,867,000 2023年4月28日 指名基準による

22,671,000 2022年9月28日 指名競争

15,869,000 2023年4月28日 指名基準による

- 2022年9月15日 指名競争

- 2023年4月14日 指名基準による

24,475,000 2022年9月14日 指名競争 低入札価格調査実施

17,132,000 2022年11月30日 指名基準による

41,371,000 2022年9月21日 指名競争

28,959,000 2023年3月31日 指名基準による

171,930,000 2022年9月21日 指名競争

120,351,000 2023年12月8日 指名基準による

50,963,000 2022年9月7日 指名競争

35,674,000 2023年4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。

2022年9月14日
大成建設㈱　福島営業所
福島県郡山市図景2-4-25

10,670,000

2022年9月21日
セコムエンジニアリング㈱
福島県郡山市開成4-8-15

161,040,000

函館競馬場芝養成地整備工事
北海道函館市駒場町12-2
土木一式工事

函館競馬場検体採取所監視カメラ整備
工事
北海道函館市駒場町12-2
電気工事

函館競馬場調教スタンド他空調機更新
工事
北海道函館市駒場町12-2
管工事

函館競馬場職員舎宅冷房設備設置工事
設計監理等業務

15,730,000

北海道函館市駒場町12-2
函館競馬場
副場長　金子　雄一

97.0%

函館競馬場競走馬診療所外壁改修その
他工事
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9月14日

北海道函館市駒場町12-4
函館競馬場
副場長　金子　雄一

2022年9月15日
函館設備設計家協同組合
北海道函館市松川町6-1

3,663,000 -

98.8%
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9月14日
㈱丸義藤本組
北海道函館市時任町32-13

2022年9月28日
日東電気工事㈱
北海道函館市昭和4-13-1

19,250,000 97.2%

北海道函館市駒場町12-3
函館競馬場
副場長　金子　雄一

2022年9月28日
㈱水沼設備工業
北海道函館市山の手1-33-22

22,000,000

43.6%

ウインズ新白河屋根防水改修工事
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字前
山50
防水工事

福島競馬場厩舎地区防犯カメラ新設工
事
福島県福島市桜木町17-55
電気工事
福島競馬場スタンド投票所他空調設備
更新（第2期）工事
福島県福島市桜木町17-55
管工事

30,470,000

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

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9月21日
広栄電設㈱
福島県福島市丸子字東前4-1

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9月7日
㈱大二工業
新潟県新潟市中央区鐙3-2-6

50,820,000 99.7%

競争入札による契約の公示（令和4年9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

ウインズ石和投票所他空調設備更新工
事
山梨県笛吹市石和町窪中島1017-1
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9月21日
新菱冷熱工業㈱　甲府営業所
山梨県甲府市丸の内1-17-10

20,900,000 84.5%

落札率

73.7%

93.7%

備考

美浦トレーニング・センター厩舎改築（第3
期）工事
茨城県稲敷郡美浦村大字美駒2500-2
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9月7日
㈱安藤・間　関東支店
東京都港区東新橋1-9-1

41,239,000,000 -

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9月1日
㈱高橋電気設備工事
札幌市手稲区新発寒5条7-1-1

18,348,000 78.0%
札幌競馬場外灯設備更新工事
北海道札幌市中央区北16条西16-1-1
電気工事

新潟競馬場ニルススタンド地下１階ボイ
ラー室他給湯設備更新工事
新潟県新潟市笹山3490
管工事

㈱徳建設
北海道函館市美原1-45-6

66,000,000 99.0%



競争入札による契約の公示（令和4年9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

68,596,000 2022年9月7日 指名競争

48,017,000 2023年4月28日 指名基準による

85,866,000 2022年9月7日 指名競争

60,106,000 2023年4月28日 指名基準による

2,484,900 2022年9月7日 指名競争

- 2022年12月23日 指名基準による

9,244,400 2022年9月7日 指名競争

- 2022年12月23日 指名基準による

14,003,000 2022年9月7日 指名競争 低入札価格調査実施

9,802,000 2023年4月28日 指名基準による

126,830,000 2022年9月7日 指名競争

88,781,000 2023年4月28日 指名基準による

24,013,000 2022年9月28日 指名競争

16,809,000 2022年11月25日 指名基準による

11,908,600 2022年9月21日 指名競争 低入札価格調査実施

8,336,000 2022年12月16日 指名基準による

203,720,000 2022年9月14日 指名競争

142,604,000 2023年9月29日 指名基準による

22,088,000 2022年9月14日 指名競争

15,461,000 2023年1月27日 指名基準による

10,029,800 2022年9月8日 指名競争

7,020,000 2022年12月23日 指名基準による

- 2022年9月7日 指名競争

- 2023年1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。

新潟競馬場通用門警備室自動火災報知
設備受信機更新工事
新潟県新潟市笹山3490
電気工事
新潟競馬場厩舎地区防犯カメラ新設工
事
新潟県新潟市笹山3490
電気工事

2022年9月7日

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9月7日
㈱トーシス新潟
新潟県新潟市西区的場流通2-4-5

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9月7日
大成電気工事㈱
新潟県新潟市東区河渡庚154-2

2,480,000

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9月7日
㈱斎藤電設
新潟県新潟市東区津島屋7-24-1

8,250,000

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9月7日
㈱応用電業社
新潟県新潟市中央区女池北1-14-2

6,578,000

新潟競馬場厩舎他馬脚洗場給湯設備更
新工事（第2期)
新潟県新潟市笹山3490
管工事

新潟競馬場おけさ寮他空調機更新工事
新潟県新潟市笹山3490
管工事

新潟競馬場太平舎宅及び飯豊寮防犯カ
メラ新設工事
新潟県新潟市笹山3490
電気工事

エアプラック㈱
新潟県新潟市東区紫竹7-15-7

75,240,000

新潟競馬場各所共通盤（UPS系統）更新
工事
新潟県新潟市笹山3490
電気工事

68,530,000

新潟県新潟市北区笹山3490
新潟競馬場
副場長　石井　浩二

99.9%
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9月7日
大洋工業㈱
新潟県新潟市中央区上沼707-3

中京競馬場ツインハット棟電気温水器更
新及び自動水栓化工事
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9月8日
綜合エンジニアリング㈱
愛知県名古屋市北区落合町262

-6,600,000
京都競馬場大型映像装置更新に伴う改
修工事設計等業務

2022年9月7日

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9月28日
朝日塗装㈱
千葉県船橋市宮本3-2-2

19,250,000 80.2%

東京競馬場乗馬センター備品収納庫新
設工事
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9月14日

中山競馬場各所樹木剪定作業
千葉県船橋市古作1-1-1
造園工事

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9月21日

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

㈱安井建築設計事務所
大阪府大阪市中央区島町2-4-7

㈱スタジオ縁
千葉県船橋市浜町1-6ファミリータウ
ン5棟112

中山競馬場馬場内およびUMAMIパーク
地下道天井・外壁修繕工事
千葉県船橋市古作1-1-1
建築一式工事

㈲兼平
東京都国立市谷保2-27-2

東京競馬場フジビュースタンド2期広報エ
リア他空調機更新工事
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9月14日
八重洲工業㈱
東京都立川市柴崎町2-25-3

3,619,000

7,227,000 72.1%

30.4%

20,019,998 90.6%

179,300,000 88.0%

103,400,000 81.5%

58.9%

71.2%

87.6%

99.8%

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



競争入札による契約の公示（令和4年9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

12,903,000 2022年9月14日 指名競争 低入札価格調査実施

9,032,000 2022年12月16日 指名基準による

8,565,700 2022年9月7日 指名競争

- 2023年5月18日 指名基準による

9,796,600 2022年9月14日 指名競争

- 2022年11月11日 指名基準による

22,682,000 2022年9月21日 指名競争 低入札価格調査実施

15,877,000 2023年3月31日 指名基準による

10,488,500 2022年9月8日 指名競争

7,341,000 2022年11月25日 指名基準による

6,333,800 2022年9月8日 指名競争

- 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。

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

7,590,000 88.6%

小倉競馬場大型映像更新に伴う空調設
備更新工事
福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1
管工事

汎光電気㈱
兵庫県宝塚市逆瀬川1-1-46

2022年9月14日
兵庫県宝塚市駒の町1-1
阪神競馬場
副場長　横江　誠司

阪神競馬場検体採取所監視カメラ整備
工事
兵庫県宝塚市駒の町1-1
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9月7日
義高建設工業㈱
福岡県北九州市小倉南区沼南町1-
16-31

80.8%

美浦トレーニング・センター乗馬苑姿見鏡
増設工事
茨城県稲敷郡美浦村美駒2500-2
建築一式工事

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9月8日
㈱飯塚工務店
茨城県土浦市荒川沖500-3

7,700,000 73.4%

美浦トレーニング・センター量水器取替工
事
茨城県稲敷郡美浦村美駒2500-2
管工事

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9月8日
㈱イーテック
茨城県土浦市大町13-19

5,929,000 93.6%

7,920,000
㈱山一緑化土木
福島県いわき市内郷小島町花輪9
番地

2022年9月14日
栃木県下野市柴1400-4
競走馬総合研究所
次長　吉田　年伸

競走馬総合研究所常磐支所越境樹木伐
採作業
栃木県下野市柴1400-4
造園工事

㈱坂本電建
北海道浦河郡浦河町東町かしわ2-
6-13

11,550,000 50.9%

日高育成牧場すずらん寮他防犯カメラ設
置工事
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9月21日

8,109,200 62.8%


