
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
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

平成２０年度甲府法務総合庁舎敷地調査
山梨県甲府市中央1-11-8，中央公園内
県有地
平成21年1月10日～平成21年3月19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21年1月9日
（株）サンワコン
福井県福井市花堂北1-7-
25

指名競争入札 11,195,100 10,374,000 92.7

2

平成２０年度国際法務総合センター（仮
称）新営に伴う敷地調査
東京都府中市晴見町2-8，同市新町1-19
平成21年1月15日～平成21年3月19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21年1月14日
ドリコ（株）
東京都千代田区大手町2-
6-2

指名競争入札 12,633,600 6,069,000 48.0

3

平成２０年度高崎法務総合庁舎仮庁舎等
新営工事
群馬県高崎市高松町26-5
平成21年1月30日～平成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21年1月29日
（株）豊田工務店
群馬県藤岡市藤岡1736

指名競争入札 95,086,200 82,948,200 87.2

4

さいたま地方検察庁川越支部機械室等
模様替工事
さいたま地方検察庁川越支部
埼玉県川越市宮下町2-1-3
平成２１年１月８日～平成２１年３月１９日

支出負担行為担当官
　さいたま地方検察庁検事正
　勝丸充啓
（埼玉県さいたま市浦和区高
砂3-16-58）

平成21年1月8日
（株）島村建設
埼玉県桶川市下日出谷
319-1

指名競争入札 4,245,150 3,633,000 85.6

5
本庁同行室等模様替工事
静岡市葵区追手町9番45号
平成21年1月16日～平成21年3月31日

支出負担行為担当官
　静岡地方検察庁検事正
　北村道夫
（静岡市葵区追手町9番45
号）

平成21年1月16日
株式会社山梨組
静岡市清水区江尻町13番
15号

指名競争入札 3,691,532 3,045,000 82.5

6

神戸地方検察庁姫路支部取調室等模様
替工事
兵庫県姫路市北条1-250
平成２１年１月２３日～平成21年３月２３
日

支出負担行為担当官
　神戸地方検察庁検事正
　吉川興治
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成21年1月23日
幸豊建設株式会社
兵庫県姫路市書写2648-
1

指名競争入札 6,930,000 3,780,000 54.5

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

奈良地方法務合同庁舎衛生設備改修工
事
奈良市登大路町１－１
平成21年1月28日～平成21年3月25日

支出負担行為担当官
　奈良地方検察庁検事正
　丸山　　恭
（奈良市登大路町１－１）

平成21年1月27日
株式会社稲葉設備
奈良市北永井町419

指名競争入札 9,988,650 9,828,000 98.4

8
八代法務総合庁舎便所改修工事
熊本県八代市松江城町11-11
平成21年1月24日～平成21年3月6日

支出負担行為担当官
　熊本地方検察庁検事正
  新倉  明
 (熊本市京町1-12-11)

平成21年1月23日
五德創建株式会社
熊本県八代市麦島東町10
号16番地

指名競争入札 4,019,892 3,465,000 86.2

9

さいたま地方法務局登記部門ほか8庁事
務室模様替え工事
さいたま市浦和区高砂3-16-58ほか8庁
平成21年1月24日から平成21年2月28日
まで

支出負担行為担当官
　さいたま地方法務局長
　紺野清幸
（埼玉県さいたま市浦和区高
砂3-16-58）

平成21年1月14日
猪又建設（株）
埼玉県越谷市瓦曽根3-4-
16

指名競争入札 16,564,800 8,925,000 53.9
低入札価格調査実
施

10

千葉地方法務局本局１階及び２階，千葉
西出張所，東金出張所，柏支局，松戸支
局，船橋支局事務室模様替え工事

本局：千葉市中央区中央港1-11-3
千葉西出張所：千葉市花見川区武石町
1-520-3
東金出張所：千葉県東金市堀上334-12
柏支局：千葉県柏市柏6-10-25
松戸支局：千葉県松戸市岩瀬473-2
船橋支局：千葉県船橋市海神町2-284-1

平成２１年1月１５日～平成２１年３月１９
日まで

支出負担行為担当官
　千葉地方法務局長　本間透
（千葉市中央区中央港１丁目
１１番３号）

平成21年1月14日
大昌建設株式会社
千葉県佐倉市大崎台一丁
目４番地１５

指名競争入札 11,450,000 11,025,000 96.3

11

水戸地方法務局龍ケ崎支局登記事務室
模様替え工事
茨城県龍ケ崎市２９８５番地
平成21年1月29日～平成21年3月29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21年1月29日
関建設工業株式会社
茨城県稲敷市江戸崎甲３
１６４

指名競争入札 3,044,288 2,520,000 82.8
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12

袋井支局公共下水道直接放流化工事
袋井市袋井366
平成２１年１月１６日～平成２１年２月２８
日

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長
　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町
9-50）

平成21年1月16日
株式会社ビルドマルメイ
静岡県袋井市高尾町23-1

指名競争入札 2,869,985 2,835,000 98.8

13

津地方法務局本局登記部門及び鈴鹿出
張所模様替工事
三重県津市丸之内２６－８，三重県鈴鹿
市神戸１丁目２４－３
平成２１年１月６日から平成２１年２月２８
日

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成21年1月5日
株式会社川口組
三重県津市一身田上津部
田２０３２－２

指名競争入札 4,200,000 3,465,000 82.5

14

岐阜地方法務局登記部門事務室模様替
え工事
岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地
平成21年1月10日～平成21年2月20日

支出負担行為担当官
　岐阜地方法務局長
　岡村　幸治
（岐阜県岐阜市金竜町5丁目
１３番地）

平成21年1月9日
村瀬建築株式会社
岐阜県岐阜市加野四丁目
２７番１８号

指名競争入札 4,723,000 2,415,000 51.1

15

平成20年度広島法務局廿日市支局ほか
登記事務室間仕切り設置等工事
広島法務局廿日市支局
広島県廿日市市新宮1丁目15番40号
広島法務局東広島支局
広島県東広島市西条昭和町12-2
広島法務局呉支局
広島県呉市中央3丁目9-15
広島法務局可部出張所
広島市安佐北区可部南4丁目10-20
平成21年1月31日～平成21年2月22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21年1月26日
コクヨ中国販売株式会社
広島市中区中町8-12

指名競争入札 6,081,600 3,591,000 59.0

16

山口地方法務局本局及び宇部支局登記
部門事務室間仕切り設置等工事
①山口市中河原町６番１６号
　 山口地方合同庁舎
②山口県宇部市新町１０番３３号
　 宇部地方合同庁舎
平成２１年１月７日～平成２１年３月１３日

支出負担行為担当官
　山口地方法務局長
　兼行邦夫
（山口市中河原町６ー１６）

平成21年1月6日
新生建設株式会社
山口県宇部市大字善和２
０７番地の８

指名競争入札 3,673,950 2,919,000 79.5
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17

松江地方法務局島前出張所庁舎ほか取
壊し工事
島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字尾ノ代
211-1
島根県隠岐郡西ノ島町大字美田字八幡ノ
前2159-12
平成21年1月16日～平成21年2月28日

支出負担行為担当官
　松江地方法務局長
　神尾　衞
（島根県松江市母衣町50）

平成21年1月16日
株式会社吉崎工務店
島根県隠岐郡隠岐の島町
東郷亀尻5-1

指名競争入札 14,385,000 14,175,000 98.5

18

那覇地方法務局登記部門及び宜野湾出
張所模様替え等工事
沖縄県那覇市樋川1-15-15
沖縄県宜野湾市伊佐4-1-20
平成21年1月10日～平成21年2月28日

支出負担行為担当官
　那覇地方法務局長
　金子寛志
(沖縄県那覇市樋川1-15-15)

平成21年1月8日
株式会社沖縄ダイケン
沖縄県那覇市松尾1-10-
24

指名競争入札 12,082,971 10,395,000 86.0

19

釜石大渡町法務省職員宿舎解体撤去工
事
岩手県釜石市大渡町５２番地２
平成21年1月8日～平成21年3月31日

支出負担行為担当官
　盛岡地方法務局長
　出雲範夫
（岩手県盛岡市内丸７番２５
号）

平成21年1月8日
株式会社元持
岩手県釜石市大町一丁目
２番６号

指名競争入札 8,226,320 4,830,000 58.7

20

函館地方法務局登記部門及び江差支局
パッケージ型空気調和機更新工事
北海道函館市新川町２５番１８号
檜山郡江差町字姥神町１６７番地１
平成21年1月7日～平成21年2月28日

支出負担行為担当官
　函館地方法務局長
　横山和幸
（函館市新川町２５番１８号）

平成21年1月6日
株式会社青函設備工業
北海道函館市宝来町２３
番５号

指名競争入札 3,304,239 3,139,500 95.0

21

旭川地方法務局旧士別出張所公務員宿
舎解体撤去工事
士別市東４条３丁目1-10
平成21年1月7日～平成21年3月15日

支出負担行為担当官
　旭川地方法務局長
　篠原睦
（北海道旭川市宮前通東
4155番31）

平成21年1月6日
凰土建（株）
北海道旭川市永山４条１
３丁目２－１２

指名競争入札 4,070,203 3,990,000 98.0

22

旭川地方法務局旧深川出張所公務員宿
舎解体撤去工事
深川市あけぼの町2079-33,28
平成21年1月21日～平成21年3月15日

支出負担行為担当官
　旭川地方法務局長
　篠原睦
（北海道旭川市宮前通東
4155番31）

平成21年1月21日
（株）クリエイト建装
北海道旭川市永山１０条
２丁目１－２０

指名競争入札 4,324,893 2,604,000 60.2

23
松山地方法務局模様替え工事
愛媛県松山市宮田町188-6
平成21年1月7日～平成21年3月1日

支出負担行為担当官
　松山地方法務局長　武下満
（愛媛県松山市宮田町188-
6）

平成21年1月6日
株式会社ビル・リフォーム
愛媛県松山市宮西1-4-
43

指名競争入札 8,253,000 5,743,500 69.6
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24

松山地方法務局西条支局ほか２庁模様
替え工事
・松山地方法務局西条支局
愛媛県西条市明屋敷168-1
・松山地方法務局四国中央支局
愛媛県四国中央市三島中央5-4-31
・松山地方法務局今治支局
愛媛県今治市旭町1-3-3
平成21年1月7日～平成21年3月1日

支出負担行為担当官
　松山地方法務局長　武下満
（愛媛県松山市宮田町188-
6）

平成21年1月6日
株式会社藤原工務店
愛媛県今治市南高下町3-
5-16

指名競争入札 5,785,500 5,649,000 97.6

25

平成20年度札幌刑務所職員宿舎新営
（建築)工事
北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-1
平成21年1月9日～平成21年3月31日

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
　（北海道札幌市東区東苗穂
2-1-5-1）

平成21年1月8日
恵庭建設（株）
北海道恵庭市泉町26

一般競争入札 250,461,000 172,087,950 68.7
低入札価格調査実
施

26

平成20年度札幌刑務所職員宿舎新営
（機械設備)工事
北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-1
平成21年1月29日～平成21年3月31日

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
　（北海道札幌市東区東苗穂
2-1-5-1）

平成21年1月28日
立川工業（株）
北海道札幌市中央区南21
西16-1-3

指名競争入札 77,844,900 51,975,000 66.8
低入札価格調査実
施

27

平成20年度札幌刑務所職員宿舎新営
（電気設備)工事
北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-1
平成21年1月29日～平成21年3月31日

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
　（北海道札幌市東区東苗穂
2-1-5-1）

平成21年1月28日
三宏電気（株）
北海道札幌市豊平区月寒
1-1-7-22

指名競争入札 39,981,900 25,830,000 64.6
低入札価格調査実
施

28

帯広刑務所
非常用予備発電設備更新工事
帯広市別府町南１３－３３
平成２１年１月２７日～平成２１年３月２７
日

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

平成21年1月26日
東洋通工株式会社
帯広市西１５条南１０丁目
１番地

指名競争入札 24,265,500 24,150,000 99.5

29

舗装等工事
ひたちなか市市毛８４７
平成２１年１月８日～平成２１年３月８日
工事請負契約

支出負担行為担当官
　水戸刑務所長　佐藤洋
（茨城県ひたちなか市市毛８
４７）

平成21年1月7日
前田道路（株）
東京都品川区大崎１－１
１－３

指名競争入札 8,803,200 8,610,000 97.8

30

府中刑務所職業訓練屋根修繕（塗装等）
工事
東京都府中市晴見町4－10
平成21年1月16日～平成21年3月31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４－１
０）

平成21年1月15日

（株）総合建設ケーツー工
房
東京都府中市西府町4－6
－20

指名競争入札 8,113,732 6,279,000 77.4
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31

横浜刑務所居室棟４舎ダムウェーター改
修工事
神奈川県横浜市港南区港南４－２－２
平成21年1月8日～平成21年3月27日

支出負担行為担当官
　横浜刑務所長　春日　厚志
（神奈川県横浜市港南区港
南4－2－2）

平成21年1月7日

日本エレベーター製造株
式会社
東京都千代田区岩本町１
丁目１０番３号

指名競争入札 3,853,500 3,622,500 94.0

32
横須賀刑務支所給水管改修工事
神奈川県横須賀市長瀬３－１２－３
平成21年1月8日～平成21年3月27日

支出負担行為担当官
　横浜刑務所長　春日　厚志
（神奈川県横浜市港南区港
南4－2－2）

平成21年1月7日
株式会社 日生設備
神奈川県横浜市瀬谷区阿
久和東4丁目23番地７号

指名競争入札 3,524,850 2,567,250 72.8

33
収容棟等照明器具更新整備
福井県福井市一本木町５２
平成２１年１月９日～平成２１年２月１６日

支出負担行為担当官
　福井刑務所長
　荒関富士夫
（福井県福井市一本木町５２
番地）

平成21年1月9日
高桑電気株式会社
愛知県名古屋市西区菊井
２－５－５

一般競争入札 4,124,400 3,843,000 93.2

34

宿舎Ａ棟及びＢ棟屋上防水補修工事
岐阜県羽島郡笠松町中川町２３
笠松刑務所宿舎Ａ棟及びB棟
平成２１年２月５日～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21年1月28日
有限会社明装
岐阜県関市前山町１６番
地１号

指名競争入札 6,673,536 5,092,500 76.3

35

名古屋刑務所第２変電所改修工事
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘1丁目
1番地
平成21年1月27日～平成２１年3月28日
電気工事

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21年1月26日
三好電気設備有限会社
愛知県西加茂郡三好町莇
生字打上３０番地１

指名競争入札 14,953,050 12,075,000 80.7

36

滋賀刑務所受水槽新設工事
滋賀県大津市大平１－１－１
平成２1年１月１４日～平成２１年３月２７
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21年1月13日
株式会社奥村設備
滋賀県湖南市針２２８番
地１

指名競争入札 95,062,800 71,400,000 75.1
低入札価格調査実
施

37

滋賀刑務所電力引込配線設備等修繕工
事
滋賀県大津市大平１－１－１
平成２1年１月３０日～平成２１年３月２７
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21年1月29日
連合電設株式会社
滋賀県栗東市安養寺1丁
目10番4号

指名競争入札 19,162,500 5,880,000 30.7
低入札価格調査実
施
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38

オゾン処理装置及び計測機器等改修工
事
兵庫県加古川市八幡町宗佐544
平成21年1月14日～平成21年2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21年1月13日
藤工業株式会社大阪支社
大阪府吹田市広芝町15-
12

指名競争入札 11,340,000 9,975,000 88.0

39

浄化槽ポンプ制御基盤等改修工事・水銀
灯修繕工事・井水ポンプ系統及び中水ポ
ンプ系統制御機器改修工事
兵庫県加古川市八幡町宗佐544
平成21年1月20日～平成21年2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21年1月19日
株式会社世光電気
兵庫県姫路市御立中
3-12-29

指名競争入札 5,653,200 4,305,000 76.2

40
プレハブ倉庫移設工事
愛媛県東温市見奈良1243-2
平成21年1月15日～平成21年3月27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21年1月14日
河窪建設株式会社
愛媛県松山市北吉田町
1038番地

指名競争入札 5,040,000 5,040,000 100.0

41

平成２０年度五島拘置支所新営（建築）工
事
長崎県五島市栄町１－８
平成2１年1月30日～平成21年3月31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21年1月29日
大進建設株式会社
長崎県長崎市樺島町1番
16号

一般競争入札 386,591,600 328,641,995 85.0

42

京町拘置支所消火配管改修工事
熊本県熊本市京町1-13-2
平成２１年１月２１日～平成２１年３月３１
日

支出負担行為担当官
　熊本刑務所長　竹下正宏
（熊本県熊本市渡鹿７ー１
２ー１）

平成21年1月22日
株式会社本山設備
熊本県熊本市水前寺6-7-
25

指名競争入札 35,091,000 34,650,000 98.7

43

鹿児島刑務所農場区変電改修工事
鹿児島県姶良郡湧水町中津川１７３３
平成２１年１月１５日～平成２１年３月３０
日

支出負担行為担当官
　鹿児島刑務所長　橋本　隆
（鹿児島県姶良郡湧水町中
津川１７３３）

平成21年1月14日
大電総業（株）
鹿児島県霧島市国分清水
４－１－１３

指名競争入札 10,400,000 5,700,000 52.2
低入札価格調査実
施

44

沖縄刑務所第３工場（木工工場）原材料
倉庫新営工事
沖縄県南城市知念字具志堅３３０
平成２１年１月１５日～平成２１年３月３１
日

支出負担行為担当官
　沖縄刑務所長　倉光　修二
沖縄県南城市知念字具志堅
３３０

平成21年1月14日
有限会社日進設備工業
沖縄県島尻郡与那原町字
与那原２７２８

指名競争入札 5,149,200 4,462,500 86.7
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45

沖縄刑務所那覇拘置支所収容棟照明器
具改修工事
沖縄県那覇市樋川1-14-2
平成２１年１月２１日～平成２１年３月３１
日

支出負担行為担当官
　沖縄刑務所長　倉光　修二
沖縄県南城市知念字具志堅
３３０

平成21年1月20日
東洋電子株式会社
沖縄県中頭郡西原町字小
橋川８８－６

指名競争入札 6,797,700 5,113,500 75.2

46
収容棟照明器具改修工事
福岡県福岡市早良区百道2-16-10
平成21年1月14日～平成21年3月27日

支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
（福岡県福岡市早良区百道2
－16－10）

平成21年1月13日
光電電工（株）
福岡県福岡市早良区昭代
3-2-7

指名競争入札 12,180,000 10,101,000 82.9

47

寮舎居室内スチーム配管補修工事
青森県東津軽郡平内町大字沼館字沼館
尻
平成２１年１月２２日～平成２１年３月３１
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21年1月22日
株式会社田中組
青森県十和田市大字三本
木字本金崎230-1

指名競争入札 4,945,500 4,830,000 97.7

48

平成２０年度青葉女子学園
緊急車両進入路新設工事
仙台市若林区古城３丁目２４番１号
平成２１年１月１６日～平成２１年３月３１
日

支出負担行為担当官
　青葉女子学園長
　椿　百合子
（仙台市若林区古城３丁目２
４番１号）

平成21年1月15日

株式会社チバ電気システ
ムサービス
仙台市泉区向陽台五丁目
２０－８

指名競争入札 9,975,000 8,925,000 89.5

49
防火水槽兼プール改修工事
香川県丸亀市中津町２８番地
平成21年1月20日～平成21年3月24日

支出負担行為担当官
　丸亀少女の家長
　橋本　徹夫
（丸亀市中津町２８番地）

平成21年1月19日
株式会社エイシン
香川県三豊市三野町下高
瀬１０１５－１

指名競争入札 4,012,050 3,276,000 81.7

50

川越少年刑務所収容棟等照明器具改修
工事
埼玉県川越市南大塚１５０８
平成21年1月27日～平成21年3月19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番地）

平成21年1月26日
積田冷熱工事（株）
さいたま市浦和区元町2-
18-13

指名競争入札 19,102,387 18,795,000 98.4

51

静岡少年鑑別所居室トイレ及び床改修工
事
静岡市駿河区小鹿2-27-7
平成21年1月30日～平成21年3月13日

支出負担行為担当官
　静岡少年鑑別所長
　水田一彦
　（静岡県静岡市駿河区小鹿
２－２７－７）

平成21年1月29日
株式会社神谷工務店
静岡市葵区宮ヶ崎91番地

指名競争入札 4,660,857 3,255,000 69.8
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52
庁舎２階目隠しルーバー改修工事
岐阜県岐阜市鷺山1769番地20
平成21年1月23日～平成21年3月31日

支出負担行為担当官
　岐阜少年鑑別所長
　柿木良太
（岐阜県岐阜市鷺山1769番
地20）

平成21年1月23日
村瀬建築株式会社
岐阜県岐阜市加野4丁目
27番18号

指名競争入札 3,456,000円 3,147,000円 91.1


