
別表１

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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（％）

備考

1

平成２０年度岡山刑務所等職員宿舎敷地
調査
岡山県岡山市牟佐７６５番地，岡山県津
山市小田中６１－１
平成20年12月2日～同21年1月15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12月1日
広建コンサルタンツ㈱
広島県福山市川口町1-7-
3

指名競争入札 5,341,350 2,992,500 56.0

2
平成２０年度美保学園職員宿舎敷地調査
鳥取県米子市大篠津町３６２５－２
平成20年12月2日～同21年1月15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12月1日
基礎地盤コンサルタンツ
㈱
東京都江東区亀戸1-5-7

指名競争入札 3,917,550 2,908,500 74.2

3

平成２０年度富山少年鑑別所職員宿舎敷
地調査
富山県富山市才覚寺１６２番地２
平成20年12月2日～同21年1月15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12月1日
㈱村尾地研
富山県富山市塚原150

指名競争入札 2,673,300 1,543,500 57.7

4
平成２０年度湖南学院職員宿舎敷地調査
石川県金沢市上辰巳町１０－１５４－２
平成20年12月3日～同21年1月15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12月2日
（株）カナイワ
石川県金沢市金石西1-
20-10

指名競争入札 3,299,100 1,018,500 30.9

5

平成２０年度赤城少年院寮室・家庭寮棟
敷地調査
群馬県前橋市上大屋町６０
平成20年12月4日～同21年1月30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12月3日
アコン測量設計㈱
群馬県前橋市今井町521-
2

指名競争入札 3,433,500 2,604,000 75.8

6

平成２０年度奈良地方法務局天理バック
アップセンター改修工事
奈良県天理市東井戸堂町４１０－１
平成20年12月20日～同21年3月23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12月19日
㈱田村建設
大阪府大阪市東成区大今
里南2-13-38

指名競争入札 36,817,200 28,035,000 76.1

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）
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7

平成２０年度宮川医療少年院寮室・家庭
寮・教科棟等実施設計業務
東京都千代田区霞が関1-1-1
平成20年12月20日～同21年3月31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12月19日
㈱佐野建築研究所
東京都渋谷区代々木2-
27-15高栄ビル

指名競争入札 18,928,000 12,059,950 63.7

8
郡山法務合同庁舎車庫等模様替工事
福島県郡山市麓山2-15-14
平成20年12月26日～同21年3月19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12月25日
ダイリ建設株式会社
福島県郡山市亀田1-35-
12

指名競争入札 16,112,250 11,970,000 74.3

9
釧路地方検察庁北見支部宿舎解体工事
北海道北見市寿町４丁目７番１０号
平成２０年１２月１２日～同月２９日

支出負担行為担当官
　釧路地方検察庁
　検事正　向井　壯
（釧路市柏木町5番7号）

平成20年12月10日
株式会社池知建設
北海道北見市常呂町字常
呂３３２番地

指名競争入札 3,978,000 2,856,000 71.8

10

東京法務局乙号事務の包括的民間委託
の実施に伴う模様替え工事
東京都新宿区北新宿１－８－２２，東京都
中野区野方１－３４－１，東京都杉並区今
川２－１－３，東京都豊島区池袋４－３－
２０
平成２１年１月２４日～同２１年２月２２日

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南1-
1-15）

平成20年12月25日
中島建設（株）
東京都足立区堀之内１－
２－１１

指名競争入札 15,323,700 9,240,000 60.3 低入札価格調査実施

11

横浜地方法務局小田原支局外５庁模様
替え工事
神奈川県小田原市本町２－３－２４外
平成20年１２月２５日から
平成21年2月１５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12月24日

コクヨマーケティング株式
会社
東京都港区港南１－８－
３５

指名競争入札 17,031,000 15,750,000 92.5

12

水戸地方法務局土浦支局空調設備機器
改修工事
茨城県土浦市下高津1-12-9
平成20年12月2日～同21年3月31日

支出負担行為担当官
　 水戸地方法務局長
　 吉澤勇治
 （茨城県水戸市北見町１－
１）

平成20年12月1日
暁飯島工業（株）
茨城県水戸市千波町２７
７０－５

一般競争入札 19,147,155 17,850,000 93.2

13

前橋地方法務局乙号事務の外部委託に
伴う模様替え等工事
群馬県前橋市大手町２－１０－５ほか
平成２１年２月６日～同２１年３月２２日

支出負担行為担当官
　前橋地方法務局長
　石井末弘
（群馬県前橋市大手町２－１
０－５）

平成20年12月10日

コクヨファニチャー株式会
社
大阪府大阪市東成区大今
里南６－１－１

指名競争入札 5,135,000 4,410,000 85.9
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14

長野地方法務局登記部門，上田支局及
び諏訪支局登記部門事務室模様替え工
事
長野市旭町１１０８番地
平成２１年１月１０日～１２日
長野県上田市中央西２－３－１３
平成２１年３月１９日～２０日
長野県諏訪市大手１－２１－２０
平成２１年３月２０日～２２日

支出負担行為担当官
　 長野地方法務局長
　 吉崎千恭
 （長野市旭町１１０８番地）

平成20年12月1日
株式会社角藤
長野県長野市大字屋島５
１５番地

指名競争入札 3,501,113 2,625,000 75.0

15

長野地方法務局分室公共下水道直放化
工事
長野市小島田町９５２番地
平成２０年１２月８日～平成２１年１月３０
日

支出負担行為担当官
　 長野地方法務局長
　 吉崎千恭
（長野市旭町１１０８番地）

平成20年12月8日
池田建設株式会社
長野市青木島町一丁目１
２番地１

指名競争入札 5,561,881 5,040,000 90.6

16

長野地方法務局旧戸倉出張所及び戸倉
宿舎解体工事
長野県千曲市大字磯部字猪の島５８６番
地１
平成２１年１月５日～平成２１年２月２８日

支出負担行為担当官
　 長野地方法務局長
 　吉崎千恭
（長野市旭町１１０８番地）

平成20年12月26日
株式会社鹿熊組
長野県長野市緑町１６３１
番地３号

指名競争入札 9,891,812 4,935,000 49.9

17

大阪法務局北出張所，天王寺出張所，東
住吉出張所及び北大阪支局登記部門事
務室間仕切り等工事
大阪市北区西天満1-11-4
大阪市天王寺区六万体町1-27
大阪市東住吉区西今川3-21-17
大阪府茨木市中村町1-35
平成21年1月17日～同年2月8日

支出負担行為担当官
　大阪法務局長　髙野　伸
（大阪市中央区谷町2-1-17）

平成20年12月4日
（株）ビルダーコタニ
大阪市東成区大今里1-1-
19小山今里ビル302

指名競争入札 6,195,000 4,147,500 66.9

18

神戸地方法務局西宮支局外３庁登記事
務室模様替え（建築一式）工事
西宮市浜町７番３５号
伊丹市昆陽１丁目１番地１２
尼崎市東難波町４丁目１８番３６号
明石市大明石町２丁目４番２５号
平成２０年１２月１２日～同２１年３月２４
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12月11日
㈱東園組
兵庫県伊丹市昆陽８丁目
２７番地

指名競争入札 7,578,438 6,709,500 88.5
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19

名古屋法務局熱田出張所の登記所適正
配置並びに乙号事務の包括的民間委託
実施に伴う模様替え工事ほか６件

愛知県刈谷市若松町1-46-1
愛知県名古屋市名東区社が丘4-201
愛知県名古屋市熱田区神宮4-8-40
愛知県豊田市常盤町1-105-3
愛知県一宮市公園通4-17-3
愛知県半田市東洋町1-12
愛知県豊橋市大国町111

平成２０年１２月５日～平成２１年１月３１
日

支出負担行為担当官
　 名古屋法務局長
　 渡邊 秀雄
（名古屋市中区三の丸２－２
－１）

平成20年12月5日
金剛株式会社
熊本県熊本市上熊本三丁
目８番１号

指名競争入札 18,815,157 10,395,000 55.2 低入札価格調査実施

20

登記事務室間仕切り設置工事
石川県金沢市新神田4-3-10
石川県小松市日の出町1-120
石川県金沢市西念3-4-1
平成20年12月3日～同21年1月30日

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長
　志賀浦　実
（石川県金沢市新神田4-3-
10）

平成20年12月3日
株式会社丸菱
石川県金沢市問屋町2-20

指名競争入札 3,892,350 1,659,000 42.6

21

平成20年度広島法務局油木出張所庁舎
ほか解体撤去工事
広島県神石郡神石高原町大字油木字市
場谷乙2001番３
平成20年12月15日～平成21年2月9日

支出負担行為担当官
　 広島法務局長　小口哲男
 （広島市中区上八丁堀６－３
０）

平成20年12月12日
株式会社一瓢組
広島県福山市田尻町2334
番地３

指名競争入札 13,049,400 7,350,000 56.3 低入札価格調査実施

22

福岡法務局飯塚支局ほか２庁模様替等
工事
福岡県飯塚市芳雄町１３－６ほか
平成20年12月20日～平成21年3月15日

支出負担行為担当官
　福岡法務局長　横山緑
（福岡市中央区舞鶴３－９－
１５）

平成20年12月19日
法城建設（株）
福岡市南区長住二丁目２
０番６号

指名競争入札 12,453,635 9,418,500 75.6 低入札価格調査実施

23

熊本地方法務局本局ほか２庁登記事務
室等模様替工事
熊本県熊本市大江3-1-53
熊本県熊本市江越1-4-17
熊本県菊池郡大津町大津1109
平成20年12月8日～同21年2月28日

支出負担行為担当官
　 熊本地方法務局長
 　久保道雄
（熊本県熊本市大江3-1-53）

平成20年12月8日
金剛株式会社
熊本県熊本市上熊本三丁
目８番１号

一般競争入札 5,860,683 2,352,000 40.1

24

鹿児島地方法務局指宿出張所庁舎及び
職員宿舎取壊し工事
平成２０年１２月２６日～平成２１年３月１
９日

支出負担行為担当官
　 鹿児島地方法務局長
　 内海洋治
（鹿児島市鴨池新町１番２
号）

平成20年12月25日
興南建設株式会社
鹿児島県指宿市大牟礼１
丁目２４番２３号

指名競争入札 6,396,600 6,300,000 98.5
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25

札幌法務局小樽支局，北出張所，西出張
所及び南出張所乙号事務包括的民間委
託による事務室模様替工事
北海道小樽市港町５番２号
札幌市北区北３１条西７丁目１番１号
札幌市西区発寒４条１丁目１番１号
札幌市豊平区平岸１条22丁目２番２５号
（期間　平成２０年１２月１９日から平成２
１年２月２７日まで）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐藤努
（札幌市北区北8条西2丁目1
番１）

平成20年12月18日
株式会社福島工務店
北海道小樽市若松１丁目
７番１８号

指名競争入札 12,012,000 7,245,000 60.3 低入札価格調査実施実施

26

札幌法務局岩見沢支局旧庁舎原状回復
工事
北海道岩見沢市５条東１５丁目７番地７
（期間　平成２０年１２月２７日から平成２
１年３月２０日まで）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐藤努
（札幌市北区北8条西2丁目1
番１）

平成20年12月26日
株式会社神田建業
札幌市東区苗穂町１６丁
目６番７号

指名競争入札 5,008,500 4,515,000 90.1

27
旭川刑務所収容棟照明器具改修工事
旭川市東鷹栖3線20号620番地
平成20年12月8日～同21年3月27日

支出負担行為担当官
　旭川刑務所長　松田　治
（北海道旭川市東鷹栖3線20
号620番地）

平成20年12月5日
株式会社石丸電気
北海道旭川市7条通5丁目
左1号

指名競争入札 7,382,550 7,035,000 95.3

28

盛岡少年刑務所収容棟等照明改修工事
盛岡市上田字松屋敷11-11
（平成20年12月16日～平成21年3月20
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12月15日
有限会社　山田電設
盛岡市前九年3-13-22

指名競争入札 6,116,250 5,239,500 85.7

29
第４寮等天井等補修工事請負契約
栃木県栃木市惣社町２４８４
平成20年12月18日～同21年3月13日

支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８
４）

平成20年12月10日
株式会社サン・クリーン
埼玉県久喜市中央４丁目
９番８３号

指名競争入札 8,032,500 7,245,000 90.2

30

黒羽刑務所収容棟照明器具改修工事
栃木県大田原市寒井１４６６－２
平成２０年１２月２５日～平成２１年３月２
３日

支出負担行為担当官
　黒羽刑務所長　徳久　彰
（栃木県大田原市寒井１４６６
－２）

平成20年12月24日
（株）渡辺電設
栃木県那須塩原市下永田
３－１１８０

指名競争入札 43,638,000 43,050,000 98.7

31
市原刑務所収容棟等照明器具改修工事
千葉県市原市磯ヶ谷１１－１
平成20年12月2日～平成21年2月28日

支出負担行為担当官
   市原刑務所長
　 石渡貫一郎
（千葉県市原市磯ヶ谷１１－
１）

平成20年12月1日
千葉システック株式会社
千葉県千葉市中央区問屋
町１番３５号

指名競争入札 3,308,550 3,150,000 95.2
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32
長野刑務所収容棟テレビ共聴設備工事
長野県須坂市大字須坂1200
平成20年12月24日～平成21年3月20日

支出負担行為担当官
　長野刑務所長　佐野順一
（長野県須坂市大字須坂
1200）

平成20年12月24日

六興電気株式会社長野営
業所
長野県長野市大字栗田
1010-1

一般競争入札 2,535,750 2,310,000 91.1

33

長野刑務所職員宿舎浴槽・風呂釜更新
工事
長野県須坂市大字小河原398-4
平成20年12月26日～平成21年1月30日

支出負担行為担当官
　長野刑務所長　佐野順一
（長野県須坂市大字須坂
1200）

平成20年12月25日
マツナガ建設株式会社
長野県須坂市墨坂南3-
10-8

指名競争入札 12,473,685 10,500,000 84.2

34

長野刑務所上田拘置支所電灯コンセント
改修工事
長野県上田市中央西2-3-15
平成20年12月27日～平成21年3月28日

支出負担行為担当官
　長野刑務所長　佐野順一
（長野県須坂市大字須坂
1200）

平成20年12月26日
株式会社旭電気商会
長野県長野市大字栗田
653-22

指名競争入札 7,719,600 7,455,000 96.6

35

東京拘置所既存建物取り壊しに伴う給水
管切り回し工事
東京都葛飾区小菅１－３５－１
平成２０年１２月１１日～同２１年２月２０
日

支出負担行為担当官
 　東京拘置所長　福岡　久
 （東京都葛飾区小菅１－３５
－１）

平成20年12月10日
川村工業（株）
東京都葛飾区小菅１－１
０－１５

指名競争入札 3,780,000 3,759,000 99.4

36
金沢刑務所職員宿舎給水設備改修工事
石川県金沢市田上町公１－１
平成20年12月13日～平成21年3月12日

支出負担行為担当官
　 金沢刑務所長　佐藤正人
 (石川県金沢市田上町公１)

平成20年12月12日
㈱テクノブレーン
石川県金沢市進和町28番
地

指名競争入札 19,411,350 14,490,000 74.6

37

笠松刑務所面会待合室等増築工事
岐阜県羽島郡笠松町中川町２３笠松刑務
所構内
平成２０年１２月１２日から平成２１年３月
３１日

支出負担行為担当官
 　笠松刑務所　杉原　博文
（岐阜県羽島郡笠松町中川
町２３）

平成20年12月11日
株式会社ヤマト
岐阜市粟野西１丁目９５
番地の１

指名競争入札 29,049,321 24,811,500 85.4

38

豊橋刑務支所収容棟模様替工事
愛知県豊橋市今橋町１５番地
平成20年１2月2日～平成２１年3月6日
建築一般工事

支出負担行為担当官
 　名古屋刑務所長
 　高橋　裕紀
 （愛知県西加茂郡三好町ひ
ばりヶ丘１－１）

平成20年12月1日
株式会社三幸建築
愛知県岡崎市藤川町字堤
ケ入一番地

指名競争入札 13,713,000 13,440,000 98.0
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39

滋賀刑務所ガス配管新設工事
滋賀県大津市大平１－１－１
平成２０年１２月２７日～平成２１年３月２
７日

支出負担行為担当官
　滋賀刑務所長　室 憲治
（滋賀県大津市大平１－１－
１）

平成20年12月26日
株式会社三星設備工業社
滋賀県大津市三井寺町３
番３９号

指名競争入札 58,254,000 56,700,000 97.3

40

大阪刑務所職員宿舎浴槽・風呂釜整備
工事
大阪府堺市堺区田出井町5番及び7番
平成20年12月9日～同21年3月25日

支出負担行為担当官
　 大阪刑務所長　中野　和男
（大阪府堺市堺区田出井町
6-1）

平成20年12月8日

不二熱学サービス株式会
社
大阪府大阪市西区南堀江
3-12-23

指名競争入札 91,350,000 81,900,000 89.7

41

大久保宿舎Ｃ棟Ｆ棟浴槽・風呂釜整備工
事
兵庫県明石市大久保町大久保町540
平成20年12月8日～平成21年3月23日

支出負担行為担当官
　神戸刑務所長　川尻　定金
（兵庫県明石市大久保町森
田120）

平成20年12月5日
株式会社うがい商店
兵庫県洲本市小路谷
1281-16

指名競争入札 10,920,000 8,883,000 81.3

42
エレベーター増築等実施設計業務
兵庫県加古川市八幡町宗佐544
平成20年12月13日～平成21年3月27日

支出負担行為担当官
 　播磨社会復帰促進セン
ター長　亀田　光生
 （兵庫県加古川市八幡町宗
佐544）

平成20年12月12日
(株)プラス設計
奈良県大和高田市三和町
2-41

指名競争入札 9,744,000 5,028,450 51.6

43

和歌山刑務所西宿舎風呂釜・浴槽ワイド
化改修工事
和歌山県和歌山市加納３８３番地
平成２０年１２月９日～平成２１年２月２７
日

支出負担行為担当官
　和歌山刑務所長　武田豊
（和歌山県和歌山市加納３８
３番地）

平成20年12月8日
山下アロー設備株式会社
和歌山県和歌山市秋月８
の２

指名競争入札
8,295,000 6,615,000 79.7

44
面会者用多目的便所模様替工事
大阪市都島区友渕町1-2-5
平成20年12月25日～同21年3月27日

支出負担行為担当官
　 大阪拘置所長　加藤正博
（大阪市都島区友渕町1-2-
5）

平成20年12月24日
東建建設株式会社
大阪市都島区大東町3-6-
24

指名競争入札 7,497,000 7,329,000 97.8

45

収容棟照明器具改修工事
兵庫県神戸市ひよどり北町2-1
兵庫県尼崎市崇徳院1-5
平成20年12月16日～同21年3月15日

支出負担行為担当官
 　神戸拘置所長　大賀鉄男
（兵庫県神戸市北区ひよどり
北町2-1）

平成20年12月15日
光電機工業㈱
兵庫県姫路市田寺東2-
32-6

指名競争入札 19,266,450 15,687,000 81.4
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46
岡山刑務所処遇管理棟模様替等工事
岡山県岡山市牟佐765
平成20年12月6日～平成21年3月27日

支出負担行為担当官
 　岡山刑務所長　重松英滿
 （岡山県岡山市牟佐765）

平成20年12月5日
協立土建㈱
岡山県岡山市幸町6－9

指名競争入札 64,186,500 46,620,000 72.6

47
岡山刑務所第２・３工場棟屋根修繕工事
岡山県岡山市牟佐765
平成20年12月10日～平成21年1月30日

支出負担行為担当官
 　岡山刑務所長　重松英滿
 （岡山県岡山市牟佐765）

平成20年12月9日
㈱カザケン
岡山県総社市中央6-13-
101

指名競争入札 13,209,000 9,366,000 70.9

48
ＲＣ造宿舎屋根等修繕工事(第２期)
徳島市入田町大久200-2
平成20年12月2日～平成21年1月25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12月1日
有限会社中篠防水工業所
徳島市末広５丁目４－２５

指名競争入札 6,573,000 5,040,000 76.7

49

松山刑務所宿舎電気設備改修工事（第３
期）
愛媛県東温市見奈良１２４３－２
平成２０年１２月２０日～平成２１年３月１
８日

支出負担行為担当官
 　松山刑務所長　都　秀嗣
 （東温市見奈良１２４３－２）

平成20年12月19日
昭和電設株式会社
愛媛県松山市天山３－５
－２３

指名競争入札 7,367,850 5,712,000 77.5

50

高知刑務所収容棟照明器具改修工事

高知市布師田3604-1
平成２０年１２月５日～平成２１年３月１９
日

支出負担行為担当官
 　高知刑務所長　小林　弘明
 （高知市布師田3604-1）

平成20年12月4日
株式会社葛目電機
（高知市布師田３９７６番
地２）

指名競争入札 9,472,050 9,187,500 97.0

51

飯塚拘置支所所属替部分模様替及び車
庫新設工事
福岡県飯塚市新立岩６－７
平成２０年１２月２６日～同２１年３月２５
日

支出負担行為担当官
 　福岡刑務所長　池田英仁
 （福岡県糟屋郡宇美町障子
岳南６－１－１）

平成20年12月25日
竹並建設株式会社
福岡県飯塚市鯰田２３２２

指名競争入札 4,704,000 3,360,000 71.4

52

長崎拘置支所非常用発電設備取替等工
事
長崎県長崎市白鳥町８－２
平成20年12月17日～平成21年3月27日

支出負担行為担当官
 　長崎刑務所長　菊堂　民生
 （長崎県諌早市小川町1650
番地）

平成20年12月16日
株式会社脇電設
長崎県大村市小路口町
769-19

指名競争入札 11,201,400 10,206,000 91.1
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53

沖縄刑務所工場棟面格子改修及び舎房
棟鉄格子補修工事
沖縄県南城市知念字具志堅３３０
平成２０年１２月１２日～平成２１年３月３
０日

支出負担行為担当官
　 沖縄刑務所長　倉光　修二
 （南城市知念字具志堅３３
０）

平成20年12月11日
金秀アルミ工業株式会社
沖縄県中頭郡西原町字掛
保久２１７

一般競争入札 18,238,500 13,524,000 74.2 低入札価格調査実施

54

大型ボイラー煙管補修工事
青森県東津軽郡平内町大字沼館字沼館
尻
平成２０年１２月２６日～平成２１年２月２
７日

支出負担行為担当官
　青森少年院長　門脇高次
（青森県東津軽郡平内町大
字沼館字沼館尻）

平成20年12月26日
東北ヒート化学株式会社
青森県八戸市城下3-7-
10

指名競争入札 3,645,600 3,570,000 97.9

55

久里浜少年院収容棟等照明器具改修工
事
神奈川県横須賀市長瀬3-12-1
平成20年12月10日～同21年3月23日

支出負担行為担当官
　久里浜少年院長　上野秀映
（神奈川県横須賀市長瀬3-
12-1）

平成20年12月9日
有限会社市川電業社
神奈川県横須賀市公郷5-
109-14

指名競争入札 5,035,476 3,832,500 76.1

56

水戸少年鑑別所職員宿舎風呂釜及び浴
槽更新工事
茨城県水戸市新原1-23-29
平成20年12月18日～平成21年1月30日

支出負担行為担当官
　 水戸少年鑑別所長
 　畔上悦郎
 （茨城県水戸市新原1-15-
15）

平成20年12月17日
有限会社茨勝設備工業
茨城県ひたちなか市後野
2丁目1番地1

指名競争入札 4,072,950 3,969,000 97.4

57

大阪少年鑑別所宿舎浴槽・風呂釜整備
工事
大阪府堺市堺区田出井町８番３号外
平成２０年１２月３日～同２１年２月２７日

支出負担行為担当官
　 大阪少年鑑別所長
 　庵前　幸美
 （大阪府堺市堺区田出井町
８－３０）

平成20年12月2日
株式会社橋本建設
大阪府堺市西区鳳東町６
－６２３－１

指名競争入札 14,962,500 13,524,000 90.4

58
佐賀少年鑑別所施設内舗装工事
佐賀県佐賀市新生町１番１０号
平成２０年１２月２日～同２１年１月３１日

支出負担行為担当官
　佐賀少年鑑別所長
  安田　潔
（佐賀県佐賀市新生町１番１
０号）

平成20年12月1日
松尾建設株式会社
佐賀県佐賀市八幡小路１
番10号

指名競争入札 2,535,750 2,415,000 95.2


