
別表１

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

No. 公共工事の名称、場所、期間及び種別
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
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格（円） 契約金額（円）
落札率
（％）

備考

1

山口・岩国合築宿舎新営（機械設備）工
事
山口県岩国市門前町四丁目3924番1
平成20年7月8日～同21年3月27日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　小川新二
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年7月7日
山陽空調工業（株）
広島県広島市南区大須賀町
19-13

指名競争入札
（総合評価実施）

60,181,800 46,021,500 76.5

2

水戸法務総合庁舎第２別館新営（電気設
備）工事
茨城県水戸市北見町1-1
平成20年7月9日～同21年2月28日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　小川新二
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年7月8日
三興電気（株）
茨城県水戸市白梅3-1-29

指名競争入札 63,628,950 51,450,000 80.9

3

水戸法務総合庁舎第２別館新営（機械設
備）工事
茨城県水戸市北見町1-1
平成20年7月10日～同21年2月28日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　小川新二
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年7月9日
清和工業（株）
茨城県水戸市東野町字南割
140-4

指名競争入札 53,123,700 39,060,000 73.5

4

福岡自立更生促進センター改修実施設
計業務
東京都千代田区霞が関1-1-1
平成20年7月23日～同20年11月29日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　小川新二
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年7月22日
㈱日大設計
福岡県福岡市博多区美野島
2-16-8

指名競争入札 6,045,400 5,719,900 94.6

5

仙台少年鑑別所職員宿舎新営（建築）工
事
宮城県仙台市若林区小城3-27-17
平成20年7月29日～同21年2月27日

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房施設課長　小川新二
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年7月28日
㈱晃建設
福島県福島市腰浜町31-16

一般競争入札
（総合評価実施）

275,680,500 244,120,650 88.6

6
福島合同宿舎外断熱等改修工事
福島県福島市渡利字沖町35
平成20年7月8日～同21年2月28日

支出負担行為担当官
　福島地方検察庁検事正
                        　太田　修
（福島県福島市狐塚１７）

平成20年7月7日
株式会社晃建設
福島県福島市腰浜町31-16

指名競争入札 91,780,500 89,250,000 97.2

7

相模原地方合同庁舎各階便所改修工事
神奈川県相模原市富士見６－１０－１０
平成２０年７月２６日から
平成２０年８月３１日まで

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　柿　村　　清
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年7月15日
株式会社アサヒエンジニアリ
ング
神奈川県平塚市片岡６３－３

指名競争入札 3,801,000 3,654,000 96.1
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No. 公共工事の名称、場所、期間及び種別
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
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落札率
（％）

備考

8

神戸地方法務局宝塚出張所庁舎建物等
解体撤去工事
兵庫県宝塚市小浜１丁目１番５
平成２０年７月２３日～同年９月１０日

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　山野　幸成
（神戸市中央区波止場町１番１号）

平成20年7月23日
丸富建設株式会社
兵庫県宝塚市美座２丁目１８
番３号

指名競争入札 7,400,770 6,174,000 83.4

9

帯広刑務所釧路刑務支所庁舎等模様替
工事
釧路市宮本２ー２－５
平成20年7月31日～同20年10月14日

支出負担行為担当官
帯広刑務所長 澤村佳夫（北海道帯広市
別府町南13-33）

平成20年7月30日
上村塗装株式会社
釧路市新川町１番９号

指名競争入札 4,672,500 3,706,500 79.3

10

盛岡少年刑務所職員宿舎新営（電気設
備）工事
盛岡市上田字松屋敷11-11
平成20年7月3日～平成20年12月25日

支出負担行為担当官
盛岡少年刑務所長　松村憲一
（盛岡市上田字松屋敷１１－１１）

平成20年7月2日
株式会社東北ターボ工業
盛岡市下太田田中1-2

一般競争入札 104,941,950 83,362,350 79.4

11

前橋刑務所単独入浴場等の新営工事
群馬県前橋市南町１－２３－７
平成２０年７月１７日～同２０年１１月２０
日

支出負担行為担当官
　前橋刑務所長　用松　信夫
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成20年7月16日
睦建設株式会社
群馬県前橋市亀里町１２９８
－１

指名競争入札 54,663,000 53,550,000 98.0

12

平成20年度府中刑務所宿舎浴槽・風呂
釜整備工事
東京都府中市晴見町４－１－４他
平成20年7月4日～同年9月18日

支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上淸正
（東京都府中市晴見町4－10）

平成20年7月3日
株式会社大野商会
東京都多摩市連光寺5－7－
7

指名競争入札 14,899,500 12,757,500 85.6

13

平成20年度府中刑務所宿舎浴槽・風呂
釜整備工事
東京都府中市晴見町４－１－４他
平成20年7月4日～同年9月18日

支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上淸正
（東京都府中市晴見町4－10）

平成20年7月3日
株式会社大野商会
東京都多摩市連光寺5－7－
7

指名競争入札 14,899,500 12,757,500 85.6

14
平成２０年度宿舎浴槽・風呂釜整備
埼玉県川越市大字南大塚1508
平成20年7月8日～同20年10月31日

支出負担行為担当官
川越少年刑務所長　中山　厚
（埼玉県川越市大字南大塚1508）

平成20年7月7日
㈱テクノエス
埼玉県川越市岸町1-15-16

指名競争入札 4,407,900 4,200,000 95.3

15

京都拘置所外塀付大門等改修及び煙突
部分解体工事
京都市伏見区竹田向代町138京都拘置
所
平成20年7月5日～平成20年10月31日

支出負担行為担当官
　京都拘置所長　松田　淳
京都府京都市伏見区竹田向代町138

平成20年7月4日
（株）朝日組
京都市東山区今熊野阿弥
陀ヶ峰町5-2

指名競争入札 29,368,500 19,300,000 65.7
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16
福井刑務所職員宿舎新営（機械設備）工
事　福井市一本木町５２
平成２０年７月８日～平成２１年３月２０日

支出負担行為担当官
福井刑務所長　荒関富士夫
福井市一本木町５２

平成20年7月7日
㈱テクノ中央
福井市宝永４丁目６－３

指名競争入札 15,935,850 15,750,000 98.8

17
福井刑務所職員宿舎新営（電気設備）工
事　福井市一本木町５２
平成２０年７月９日～平成２１年３月２０日

支出負担行為担当官
福井刑務所長　荒関富士夫
福井市一本木町５２

平成20年7月8日
シンコー電業㈱
福井市三尾野町29-2-6

指名競争入札 11,874,450 9,870,000 83.1

18

福井刑務所職員宿舎新営（建築）工事
福井市一本木町５２
平成２０年７月１６日～平成２１年３月２０
日

支出負担行為担当官
福井刑務所長　荒関富士夫
福井市一本木町５２

平成20年7月15日
丹羽建設鋼業㈱
福井県丹生郡越前町東内郡
６０４－２

一般競争入札 96,195,750 69,090,000 71.8
低入札調
査実施

19

徳島刑務所ＡＢ職業訓練棟更衣室模様
替工事
徳島市入田町大久200番1
平成20年7月25日～平成20年10月24日

支出負担行為担当官
　徳島刑務所長　狩野　覚
（徳島市入田町大久200－1）

平成20年7月24日
株式会社　　アズマ建設
徳島市川内町小松東58番地
11

指名競争入札 5,238,450 4,480,000 85.5

20
宮城刑務所分類センター屋根防水工事
仙台市若林区古城２－３－１
平成20年7月29日～平成20年9月25日

支出負担行為担当官
宮城刑務所長　小林信紀
（仙台市若林区古城2-3-1）

平成20年7月28日
世紀東急工業㈱宮城営業所
仙台市若林区霞目2-6-30

指名競争入札 7,427,700 4,830,000 65.0

21
佐賀少年刑務所ボイラー更新工事
佐賀市新生町２番１号
Ｈ２０，7，８～Ｈ２０12，２５

支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　五反田伸一
佐賀少年刑務所佐賀市新生町2番１号

平成20年7月7日
呉共同機工株式会社鳥栖営
業所長立石義光佐賀県鳥栖
市真木町１７６６番地

指名競争入札 30,229,500 28,350,000 93.8
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