
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

釧路法務総合庁舎，帯広法務総合庁舎地
上波デジタル放送設備設置工事
北海道釧路市柏木町5-7
北海道帯広市東5条南9-1-1
平成21年10月1日～同年10月30日

支出負担行為担当官
　釧路地方検察庁検事正
　保倉　　裕
（北海道釧路市柏木町5-7）

平成21年10月1日
株式会社東興電気工業
北海道釧路市入江町8-19

一般競争入札 7,064,400 3,937,500 55.7

2

高松刑務所地上デジタル放送共聴設備改
修工事
香川県高松市松福町2-16-63
平成21年10月1日～同年11月30日

支出負担行為担当官
　高松刑務所長
　五反田　伸一
（香川県高松市松福町2-16-
63）

平成21年10月1日
株式会社四電工
香川県高松市松島町1-11-22

一般競争入札 9,660,000 9,397,500 97.3

3

平成21年度福島刑務所収容棟等実施設
計業務
東京都千代田区霞が関1-1-1
平成21年10月5日～平成22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10月2日
株式会社豊建築事務所
東京都港区南青山5-9-15

指名競争入札 238,612,500 80,797,500 33.9
低価格入札調査実
施

4

釧路少年鑑別所考査棟蒸気配管改修工
事
北海道釧路市弥生1-5-22
平成21年10月3日～同年11月2日

支出負担行為担当官
　釧路少年鑑別所長
　鈴木　秀樹
（北海道釧路市弥生1-5-22)

平成21年10月2日
松尾建設工業株式会社
北海道釧路市芦野2-19-7

一般競争入札 3,104,850 2,079,000 67.0

5
旭川刑務所第6工場模様替等工事
北海道旭川市東鷹栖3-20-620
平成21年10月31日～同年11月7日

支出負担行為担当官
　旭川刑務所長
　島　　孝一
（北海道旭川市東鷹栖3-20-
620)

平成21年10月5日
理興産業株式会社
北海道札幌市中央区北1条東3-5

一般競争入札 9,088,800 8,557,500 94.2

6

工場棟面格子改修及び居室棟鉄格子補
修工事（第2期工事）
沖縄県南城市知念字具志堅330
平成21年10月6日～平成22年3月10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10月5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 23,583,000 22,659,000 96.1

7

白河合同宿舎アスベスト除去工事
福島県西白河郡西郷村大字米字椙山68-
1
平成21年10月6日～同年12月25日

支出負担行為担当官
　福島地方法務局長
　出雲　範夫
（福島県福島市霞町1-46）

平成21年10月6日
光建工業株式会社
福島県郡山市方八町2-13-9

一般競争入札 14,143,500 13,209,000 93.4

8
仙台矯正管区古城北宿舎等解体工事
宮城県仙台市若林区古城3-23
平成21年10月7日～同年12月2日

支出負担行為担当官
　仙台矯正管区長
　加藤　正博
(宮城県仙台市若林区古城3-
23-1)

平成21年10月6日
株式会社伊澤工業
宮城県仙台市太白区中田町字杉
の下1-24

一般競争入札 8,992,540 6,781,813 75.4

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）

1　／　7



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

9
居室棟屋上防水改修工事（第4期）
大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5
平成21年10月7日～同年12月24日

支出負担行為担当官
　大阪拘置所長
　徳久　　彰
（大阪府大阪市都島区友渕町
1-2-5）

平成21年10月6日
協伸工業株式会社
大阪府大阪市都島区都島本通1-
2-7

一般競争入札 4,767,000 4,725,000 99.1

10
第4，5，7，8工場棟屋根修繕工事
岡山県岡山市北区牟佐765
平成21年10月8日～平成22年2月26日

支出負担行為担当官
　岡山刑務所長
　松田　　淳
（岡山県岡山市北区牟佐765）

平成21年10月7日
中村建設株式会社
岡山県高梁市横町1541-5

一般競争入札 45,769,500 32,865,000 71.8
低価格入札調査実
施

11

平成21年度神戸拘置所等耐震改修実施
設計業務
東京都千代田区霞が関1-1-1
平成21年10月13日～平成22年3月26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10月9日
株式会社ユニバァサル設計
神奈川県相模原市相模台1-15-9

指名競争入札 48,430,200 26,250,000 54.2
低価格入札調査実
施

12
酒田光ケ丘宿舎取壊し工事
山形県酒田市光ヶ丘1-9-15
平成21年10月9日～同年11月30日

支出負担行為担当官
　山形地方検察庁検事正
　渋佐　愼吾
（山形県山形市大手町1-32）

平成21年10月9日
株式会社山形組
山形県山形市幸町6-21

一般競争入札 4,200,000 3,150,000 75.0

13
青葉女子学園プール修繕（塗装等）工事
宮城県仙台市若林区古城3-24-1
平成21年10月10日～同年12月21日

支出負担行為担当官
　青葉女子学園長
　金子　陽子
（宮城県仙台市若林区古城3-
24-1）

平成21年10月9日
株式会社木元装建仙台営業所
宮城県仙台市太白区郡山谷地田
西8-7

一般競争入札 6,646,500 3,916,500 58.9

14
仙台少年鑑別所新営（機械設備）工事
宮城県仙台市若林区古城3-27-17
平成21年10月14日～平成22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10月13日
株式会社サンプラント
東京都中央区日本橋堀留町1-2-
10

一般競争入札
（総合評価実施）

253,333,500 134,400,000 53.1
低価格入札調査実
施

15
東宿舎2号棟アスベスト除去工事
福井県福井市一本木町52
平成21年10月20日～平成22年1月29日

支出負担行為担当官
　福井刑務所長
　佐藤　榮男
(福井県福井市一本木町52)

平成21年10月14日
株式会社クロス
福井県福井市河増町第20号34-1

一般競争入札 7,070,700 6,069,000 85.8

16
徳島少年鑑別所庁舎外壁塗装替工事
徳島県徳島市助任本町5-40
平成21年10月15日～平成22年2月26日

支出負担行為担当官
　徳島少年鑑別所長
　重田　淳一
（徳島県徳島市助任本町5-
40）

平成21年10月14日
株式会社高建設
徳島県徳島市助任橋2-15-3

一般競争入札 13,167,000 9,870,000 75.0
低価格入札調査実
施
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17
仙台少年鑑別所新営（電気設備）工事
宮城県仙台市若林区古城3-27-17
平成21年10月16日～平成22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10月15日
東光電気工事株式会社
東京都千代田区西神田1-4-5

一般競争入札
（総合評価実施）

244,020,000 124,950,000 51.2
低価格入札調査実
施

18

岡山地方法務局倉敷支局及び笠岡支局
事務室間仕切り設置等工事
岡山県倉敷市幸町3-46
岡山県笠岡市十一番町3-2
平成21年10月15日～平成22年2月28日

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　林　久義
（岡山県岡山市北区南方1-3-
58）

平成21年10月15日
株式会社荒木組
岡山県岡山市北区天瀬4-33

一般競争入札 3,689,396 2,467,500 66.9

19
津法務総合庁舎捜査官室等模様替工事
三重県津市中央3-12
平成21年10月16日～同年12月25日

支出負担行為担当官
　津地方検察庁検事正
　岩永　建保
（三重県津市中央3-12）

平成21年10月15日
安濃建設株式会社
三重県津市安濃町草生4326-1

一般競争入札 18,114,600 13,965,000 77.1

20
中村拘置支所給水装置改修工事
高知県四万十市中村丸の内22
平成21年10月16日～平成22年1月16日

支出負担行為担当官
　高知刑務所長
　田上　孝忍
 （高知県高知市布師田3604-
1）

平成21年10月15日
有限会社大同設備
高知県四万十市中村新町5-10

指名競争入札 3,024,000 2,824,500 93.4

21
東北少年院井水配管修繕工事
宮城県仙台市若林区古城3-21-1
平成21年10月15日～平成22年3月23日

支出負担行為担当官
　東北少年院長
　土田　基憲
（宮城県仙台市若林区古城3-
21-1）

平成21年10月15日
宮春工業株式会社
宮城県仙台市太白区郡山字上野
8-1

一般競争入札 10,000,200 7,964,250 79.6
低価格入札調査実
施

22

横浜刑務所等地上デジタル放送受信設備
改修工事
神奈川県横浜市港南区港南4-2-2ほか
平成21年10月16日～同年12月14日

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

平成21年10月16日
株式会社明和設備工業
神奈川県横須賀市大津町2-5-3

一般競争入札 11,243,400 9,555,000 85.0

23

松山刑務所外灯ケーブル埋設配線補修
工事
愛媛県東温市見奈良1243-2
平成21年10月17日～平成22年3月15日

支出負担行為担当官
　松山刑務所長
　三好　隆行
（愛媛県東温市見奈良1243-
2）

平成21年10月16日
愛媛通信建設株式会社
愛媛県松山市来住町1395-2

一般競争入札 12,327,000 10,500,000 85.2

24
仙台少年鑑別所新営（建築）工事
宮城県仙台市若林区古城3-27-17
平成21年10月21日～平成22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10月20日
株式会社塩浜工業
福井県敦賀市観音町12-1

一般競争入札
（総合評価実施）

693,834,000 467,250,000 67.3
低価格入札調査実
施
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25

千葉地方法務局佐倉支局，成田出張所，
市原出張所，茂原支局，市川支局事務室
模様替え工事
千葉県佐倉市表町1-20-11
千葉県成田市郷部1322
千葉県市原市八幡2384-56
千葉県茂原市高師台1-5-3
千葉県市川市大野町4-2156-1
平成21年10月21日～同年12月5日

支出負担行為担当官
　千葉地方法務局長
　渡辺　　博
(千葉県千葉市中央区中央港
1-11-3）

平成21年10月20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

一般競争入札 6,725,250 4,940,250 73.5

26
工場棟土間改修工事
宮崎県宮崎市大字糸原4623
平成21年10月22日～平成22年1月29日

支出負担行為担当官
　宮崎刑務所長
　村尾　守康
（宮崎県宮崎市大字糸原
4623）

平成21年10月20日
株式会社榎田工務店
宮崎県宮崎市芳士922-7

一般競争入札 19,236,000 17,115,000 89.0

27

松山刑務所第2・4棟庇下及び外壁補修工
事（第3期）
愛媛県東温市見奈良1243-2
平成21年10月22日～平成22年3月25日

支出負担行為担当官
　松山刑務所長
　三好　隆行
（愛媛県東温市見奈良1243-
2）

平成21年10月21日
株式会社山装
愛媛県松山市保免上1-15-19

一般競争入札 36,456,000 23,079,000 63.3
低価格入札調査実
施

28
工場棟屋根改修工事
高知県高知市布師田3604-1
平成21年10月22日～同年12月22日

支出負担行為担当官
　高知刑務所長
　田上　孝忍
 （高知県高知市布師田3604-
1）

平成21年10月21日
株式会社協連建設
高知県高知市中久万560

一般競争入札 10,794,000 8,715,000 80.7

29
名古屋刑務所窯業窯場設置（建築）工事
愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘1-1
平成21年10月23日～平成22年1月29日

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

平成21年10月22日
野々山建設株式会社
愛知県知立市上重原町土取67

一般競争入札 7,549,500 6,764,000 89.6

30
麓刑務所西側法面崩落改修工事
佐賀県鳥栖市山浦町2635
平成21年10月24日～平成22年2月10日

支出負担行為担当官
　麓刑務所長
　佐藤　眞琴
（佐賀県鳥栖市山浦町2635)

平成21年10月23日
株式会社大洋建設
佐賀県佐賀市本庄町大字本庄
253-12

一般競争入札 12,600,000 12,075,000 95.8

31
工場棟屋根防水等改修工事
沖縄県南城市知念字具志堅330
平成21年10月24日～平成22年2月15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10月23日
株式会社沖縄神洋ペイント
沖縄県中頭郡西原町字小那覇
1293

一般競争入札 27,888,000 20,790,000 74.5
低価格入札調査実
施
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32

置賜学院体育館等スチールサッシ改修工
事
山形県米沢市大字下新田445
平成21年10月23日～平成22年1月15日

支出負担行為担当官
　置賜学院長
　久保　　明
（山形県米沢市大字下新田
445）

平成21年10月23日
株式会社日東軽金
山形県酒田市東町1-13-9

一般競争入札 10,689,000 10,374,000 97.1

33
神戸法務総合庁舎模様替等工事
兵庫県神戸市中央区橘通1-4-1
平成21年10月27日～平成22年2月26日

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

平成21年10月26日
株式会社アキラ
大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-
1-5

一般競争入札 45,255,000 41,475,000 91.6

34

山形地方法務合同庁舎地下機械室内消
火設備取替工事
山形県山形市大手町1-32
平成21年10月27日～同年12月18日

支出負担行為担当官
　山形地方検察庁検事正
　渋佐　愼吾
（山形県山形市大手町1-32）

平成21年10月26日
太平ビルサービス株式会社山形
支店
山形県山形市城南町1-1-1

一般競争入札 3,224,000 3,000,000 93.1

35
京都刑務所小荷物用昇降機改修工事
京都府京都市山科区東野井ノ上町20
平成21年10月28日～平成22年3月15日

支出負担行為担当官
　京都刑務所長
　重松　英滿
（京都府京都市山科区東野井
ノ上町20）

平成21年10月27日
菱電エレベーター施設株式会社
大阪支店
大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30

一般競争入札 11,833,500 8,400,000 71.0
低価格入札調査実
施

36

播磨社会復帰促進センター浄化槽設備等
修繕工事
兵庫県加古川市八幡町宗佐544
平成21年10月27日～同年12月28日

支出負担行為担当官
　播磨社会復帰促進センター
長
　木村　昭彦
（兵庫県加古川市八幡町宗佐
544）

平成21年10月27日
藤吉工業株式会社大阪支社
大阪府吹田市広芝町15－12

一般競争入札 10,355,100 9,240,000 89.2

37

松江地方法務局大田出張所庁舎ほか解
体撤去工事
島根県大田市大田町大田イ271-1
平成21年10月28日～平成22年1月22日

支出負担行為担当官
　松江地方法務局長
　山室　祐一
（島根県松江市母衣町50）

平成21年10月28日
有限会社山﨑組
島根県大田市久手町刺鹿2290-5

一般競争入札 13,341,300 11,550,000 86.6

38

神戸地方検察庁龍野支部小型吸収冷温
水機等更新工事
兵庫県たつの市龍野町上霞城131
平成21年10月29日～平成22年2月26日

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

平成21年10月28日
株式会社船引商店
兵庫県たつの市龍野町日山62-3

一般競争入札 9,450,000 7,560,000 80.0

39
建替準備工事
大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5
平成21年10月29日～平成22年1月29日

支出負担行為担当官
　大阪拘置所長
　徳久　　彰
（大阪府大阪市都島区友渕町
1-2-5）

平成21年10月28日
東建建設株式会社
大阪府大阪市大東町3-6-24

一般競争入札 38,104,500 37,800,000 99.2
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40

盛岡少年院暖房用ヒーター給水系統付属
品更新工事
岩手県盛岡市月が丘2-15-1
平成21年10月29日～同年11月30日

支出負担行為担当官
　盛岡少年院長
　水野　純一
（岩手県盛岡市月が丘2-15-
1）

平成21年10月28日
株式会社永伸
岩手県盛岡市中ノ橋通1-7-1

一般競争入札 3,597,506 3,150,000 87.6

41
平成21年度福岡刑務所地盤調査
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南6-1-1
平成21年10月30日～同年11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21年10月29日
中央開発株式会社
東京都新宿区西早稲田3-13-5

一般競争入札 6,368,250 1,869,000 29.3

42

青森地方法務局十和田宿舎及び十和田
二号宿舎解体工事
青森県十和田市西三番町3
青森県十和田市西十二番町136-10
平成21年10月30日～平成22年1月31日

支出負担行為担当官
　青森地方法務局長
　高橋　　洋
（青森県青森市長島1-3-5）

平成21年10月29日
東管工業株式会社
青森県上北郡東北町字柳沢59-
21

一般競争入札 5,965,050 2,730,000 45.8

43

新潟地方検察庁新発田支部屋上防水等
改修工事
新潟県新発田市中央町4-3-33
平成21年10月30日～同年12月11日

支出負担行為担当官
　新潟地方検察庁検事正
　内尾　武博
（新潟県新潟市中央区西大畑
町5191）

平成21年10月29日
株式会社旭企業
新潟県新潟市中央区弁天橋通3-
1-24

指名競争入札 4,763,850 3,830,400 80.4

44
宿舎ガス配管改修工事
長崎県佐世保市重尾町3263
平成21年10月30日～平成22年3月15日

支出負担行為担当官
　佐世保刑務所長
　畑江　裕二
（長崎県佐世保市浦川内町1）

平成21年10月29日
西部ガスエネルギー株式会社佐
世保支店
長崎県佐世保市早苗町59-1

一般競争入札 9,135,000 7,519,050 82.3

45
新13工場移設工事
大分県大分市大字畑中303
平成21年11月20日～同年11月23日

支出負担行為担当官
　大分刑務所長
　國部　敬徳
（大分県大分市大字畑中303）

平成21年10月29日
株式会社宇佐美運輸機工
福岡県北九州市若松区南二島4-
16-6

一般競争入札 5,580,000 3,360,000 60.2

46
ダムウェーター改修工事
静岡県静岡市駿河区小鹿2-27-7
平成21年10月30日～平成22年3月12日

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

平成21年10月29日
協立電気株式会社
静岡県静岡市駿河区中田本庁6-
33

一般競争入札 3,780,000 3,129,000 82.8

47
病室棟・拘置場蒸気配管等補修工事
岩手県盛岡市上田字松屋敷11-11
平成21年10月30日～平成22年3月26日

支出負担行為担当官
　盛岡少年刑務所長
　江口　伸司
（岩手県盛岡市上田字松屋敷
11-11）

平成21年10月30日
株式会社ケーエヌ工業
岩手県岩手郡雫石町柿木151-4

一般競争入札 8,745,450 8,400,000 96.0
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48
駿府学園裏山崩落防止に係る地質調査
静岡県静岡市葵区内牧118
平成21年11月2日～平成22年2月1日

支出負担行為担当官
　駿府学園長
　中野　レイ子
（静岡県静岡市葵区内牧118）

平成21年10月30日
株式会社ジーベック
静岡県静岡市葵区唐瀬1-17-34

指名競争入札 7,366,800 7,245,000 98.3

49

鳥取地方法務局倉吉支局みどり町宿舎
（イ）及び（ロ）の解体撤去工事
鳥取県倉吉市みどり町3184-1,3184-2
平成21年10月19日～同年11月20日

支出負担行為担当官
　鳥取地方法務局長
　田賀　満雄
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成21年10月19日
有限会社河原工業
鳥取県鳥取市河原町河原83-2

一般競争入札 3,273,900 1,890,000 57.7 平成22年3月追加

50

釧路地方法務局網走支局南９条宿舎等職
員宿舎解体撤去工事
北海道網走市南9条東4丁目10番地1他
平成21年10月23日～同22年1月20日

支出負担行為担当官
　釧路地方法務局長　横山
和幸
（北海道釧路市幸町10-3）

平成21年10月22日
株式会社夏見建設
北海道網走市南7条東2-8

一般競争入札 7,413,000 6,594,000 89.0 平成22年3月追加

51

釧路地方法務局中標津出張所屋根塗装
工事
北海道標津郡中標津町東9条北1丁目9番
地1
平成21年10月31日～同21年12月18日

支出負担行為担当官
　釧路地方法務局長　横山
和幸
（北海道釧路市幸町10-3）

平成21年10月30日
株式会社北海塗装工業
北海道帯広市西11条北7-4

一般競争入札 3,848,250 1,606,500 41.7 平成22年3月追加
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