
平成25年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置（請負代金額の変更）適用工事等一覧

調達機関(部局・事務所) 工事等名称 請負者 変更契約締結日
建設交通部　京都府京都土木事務所 平成25年度鴨川等鴨川環境保全対策推進業務委託・平成25年度鴨川等河川維持修繕業務委託 (株)グローパル 平成25年5月27日
建設交通部　京都府京都土木事務所 平成25年度桂川他河川環境整備業務委託 (財)きょうと京北ふるさと公社 平成25年5月27日
建設交通部　京都府京都土木事務所 京都府立鴨川公園都市公園維持管理業務委託（第１工区） 新京都メンテナンス業協同組合 平成25年5月27日
建設交通部　京都府京都土木事務所 京都府立鴨川公園都市公園維持管理業務委託（第２工区） (株)福本建設 平成25年5月27日
建設交通部　京都府京都土木事務所 一級河川鴨川鴨川等河川敷維持修繕業務委託・京都府立鴨川公園都市公園維持管理業務委託（第３工区） 京都部落建設業者共同組合 平成25年5月27日
建設交通部　京都府京都土木事務所 一級河川鴨川鴨川等河川敷維持修繕業務委託・京都府立鴨川公園都市公園維持管理業務委託（第４工区） (有)京都産業クリエーティブセンター 平成25年5月27日
建設交通部　京都府京都土木事務所 一級河川鴨川鴨川等河川敷維持修繕業務委託・一級河川鴨川京の川づくり業務委託（第５工区） 特定非営利活動法人京都高齢者福祉事業団 平成25年5月27日
建設交通部　京都府京都土木事務所 一級河川鴨川京の川づくり業務委託・伏見港　港湾施設維持修繕業務委託（第６工区） (財)ソーシャルサービス協会ワークセンター 平成25年5月27日
建設交通部　京都府京都土木事務所 京都府立嵐山公園等都市公園維持管理業務委託 (有)京都産業クリエイティブセンター 平成25年5月27日
建設交通部　京都府乙訓土木事務所 管内一円河川環境整備業務委託 (株)斉藤造園 平成25年5月30日
建設交通部　京都府乙訓土木事務所 管内一円河川環境整備業務委託 山菱建設（株） 平成25年6月5日
建設交通部　京都府乙訓土木事務所 管内一円河川環境整備業務委託 (株)マサミガーデン 平成25年6月3日
建設交通部　京都府山城北土木事務所 二尾木幡線平成２４年発生土木災害復旧工事（３４１）・管内一円（二尾木幡線）緊急防災（災害関連）工事 河本建設 平成25年6月3日
建設交通部　京都府山城北土木事務所 国道３０７号平成２４年発生土木災害復旧工事（３０１） (株)協栄開発 平成25年6月7日
建設交通部　京都府山城北土木事務所 木津川右岸運動公園（仮称）単費都市公園施設整備1業務委託 都造園土木(株) 平成25年6月12日
建設交通部　京都府山城北土木事務所 防賀川広域河川改修（防災・安全）工事 (株)ヤマダ 平成25年5月20日
建設交通部　京都府山城北土木事務所 府道京都宇治線（宇治橋）の歩道部の清掃及びゴミ搬出業務 宇治高齢者事業団 平成25年5月31日
建設交通部　京都府山城北土木事務所 府道宇治淀線（府道城陽宇治線交差点～国道２４号交差点）の歩道部の清掃及びゴミ搬出業務 宇治高齢者事業団 平成25年5月31日
建設交通部　京都府山城北土木事務所 府道大津南郷宇治線（宇治田原町界～早蕨橋）の道路区域内及び桜谷公園の清掃及びゴミ搬出業務 宇治高齢者事業団 平成25年5月31日
建設交通部　京都府山城北土木事務所 府立宇治公園（塔の島）維持管理（清掃・ゴミ搬出・除草）業務 宇治高齢者事業団 平成25年5月31日
建設交通部　京都府山城北土木事務所 府立宇治公園（橘島）維持管理（清掃・ゴミ搬出・除草）業務 宇治高齢者事業団 平成25年5月31日
建設交通部　京都府山城北土木事務所 府立宇治公園（児童公園）便所清掃業務 宇治高齢者事業団 平成25年5月31日
建設交通部　京都府山城北土木事務所 府立宇治公園（橘島）便所清掃業務 特定非営利活動法人就労ネット 平成25年5月31日
建設交通部　京都府山城北土木事務所 府立宇治公園（塔の島地区他）維持管理業務委託 社団法人宇治市観光協会 平成25年5月31日
建設交通部　京都府山城南土木事務所 八幡木津線道路整備促進工事 共立電業(株) 平成25年5月20日
建設交通部　京都府山城南土木事務所 八幡木津線道路整備促進工事 松本建設(株) 平成25年5月20日
建設交通部　京都府山城南土木事務所 八幡木津線道路整備促進工事 (株)山陰土建 平成25年5月24日
建設交通部　京都府山城南土木事務所 八幡木津線道路整備促進工事 ｵｸﾞﾗﾛｰﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 平成25年5月31日
建設交通部　京都府山城南土木事務所 八幡木津線地方道路交付金（補正）工事 吉田建設(株) 平成25年6月6日
建設交通部　京都府中丹東土木事務所 小浜綾部線公共交通安全施設（統合補助）工事 （株）アスリート 平成25年5月27日
建設交通部　京都府中丹東土木事務所 管内一円（物部梅迫停車場線）防災・安全交付金（舗装補修）工事 浅巻建設（株） 平成25年6月5日
建設交通部　京都府中丹東土木事務所 舞鶴野原港高浜線府民公募型安心・安全整備工事 （株）アート 平成25年6月11日
建設交通部　京都府中丹西土木事務所 国道175号防災・安全交付金工事 三丹開発（株） 平成25年5月31日
建設交通部　京都府中丹西土木事務所 管内一円（山東大江線）防災・安全交付金（舗装補修）工事 三丹開発（株） 平成25年5月31日
建設交通部　京都府中丹西土木事務所 管内一円（上川合猪鼻線他）防災・安全交付金（舗装補修）工事 寺尾道路（株） 平成25年5月31日
建設交通部　京都府中丹西土木事務所 管内一円（私市大江線）防災・安全交付金（舗装補修）工事 （株）山陰土建 平成25年5月23日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（栃谷川）府民公募型安心・安全整備工事 (有)柳水道 平成25年6月5日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（佐濃谷川）府民公募型安心・安全整備工事 (株)富田公害 平成25年5月23日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 尉ヶ畑布袋野線（市野々橋）地方道路交付金（補正）工事 昭和コンクリート(株) 平成25年5月29日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（掛津峰山線）防災・安全交付金（舗装補修）工事 司建設(株) 平成25年5月22日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（国道１７８号）防災・安全交付金（舗装補修）工事 日新建工(株) 平成25年5月22日
建設交通部　京都府丹後土木事務所  管内一円（間人港線（間人ﾄﾝﾈﾙ））公共交通安全施設（統合補助）工事 (株)ミライト 平成25年5月22日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（大宮岩滝線）防災・安全交付金（舗装補修）工事 (株)豊原工業 平成25年5月22日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（間人大宮線）防災・安全交付金（舗装補修）工事 日新建工(株) 平成25年5月29日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（中藤加悦線）防災・安全交付金（舗装補修）工事 司建設(株) 平成25年5月27日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 舞鶴宮津線地方道路交付金（補正）工事 前田工業(株) 平成25年5月27日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（上延利線）防災・安全交付金（舗装補修）工事 (株)豊原工業 平成25年5月27日
建設交通部　京都府丹後土木事務所  管内一円（弥栄本庄線、久僧伊根線）防災・安全交付金（舗装補修）工事 (株)豊原工業 平成25年5月27日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（大宮岩滝線）防災・安全交付金（舗装補修）工事 (株)豊原工業 平成25年5月27日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（宮津野田川線）防災・安全交付金（舗装補修）工事 (株)豊原工業 平成25年5月27日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 栗田半島線　防災・安全交付金（緊防）工事 フリー工業(株) 平成25年5月27日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（大雲川他）府民公募型安心・安全整備工事 (株)水口組 平成25年6月5日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（滝川、野田川他）府民公募型安心・安全整備工事 北都建設(株) 平成25年5月22日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（畑川他）府民公募型安心・安全整備工事 宋徳建設(株) 平成25年6月5日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（福田川）府民公募型安心・安全整備工事 松村産業(株) 平成25年5月21日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円(国道178号)防災・安全交付金（舗装補修）工事 玉井建設(株) 平成25年5月22日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（大橋川他）府民公募型安心・安全整備工事 二トー工業(株) 平成25年6月5日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 国道１７８号(甲山橋)地方道路交付金(橋修)工事 関西化工建設(株) 平成25年5月29日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 国道１７８号防災・安全交付金（緊防）工事 (株)マルキ建設 平成25年5月31日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 管内一円（国道３１２号）防災・安全交付金（舗装補修）工事 金下建設(株) 平成25年5月17日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 佐濃谷川地域自主戦略交付金・総合流域防災（統合）工事 森建設(株) 平成25年5月29日



建設交通部　京都府丹後土木事務所 福田川広域河川改修（防災・安全）工事 山崎工業(株) 平成25年5月24日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 宮津港港湾施設維持修繕工事 (株)井長組 平成25年5月30日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 天橋立公園都市公園維持管理業務委託 宋徳建設(株) 平成25年6月5日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 天橋立公園保存対策業務委託 宮津地方森林組合 平成25年6月5日
建設交通部　京都府丹後土木事務所 舞鶴宮津線道路維持修繕工事 金下建設(株) 平成25年6月4日
建設交通部　京都府港湾事務所 重要港湾舞鶴港港湾効果促進工事 (株)丸富建設 平成25年6月7日
建設交通部　京都府港湾事務所 重要港湾舞鶴港港湾統合補助工事 宋徳建設(株) 平成25年6月14日
建設交通部　京都府港湾事務所 重要港湾舞鶴港港湾統合補助工事 (株)伊藤組 平成25年6月17日
建設交通部　京都府港湾事務所 重要港湾舞鶴港京都舞鶴港外航クルーズ船等受入環境整備工事 金下建設(株) 平成25年6月10日
農林水産部 京都府山城広域振興局（農林商工部） 平成24年度治山事業（予防治山（地域自主戦略交付金）・予備費分）設計第１号 栄建 平成25年5月21日
農林水産部 京都府丹後広域振興局（農林商工部） 平成24年度丹後縦貫林道リフレッシュ事業（角突山線Ⅰ工区） 今井建設(株) 平成25年6月7日
文化環境部 流域下水道事務所  宮津湾流域下水道 幹線管渠工事（岩滝第１幹線耐震補強） 京栄開発(株) 平成25年5月24日
文化環境部 京都府営水道事務所 木津浄水場維持管理修繕工事（取水口清掃） 樋口建設(株) 平成25年6月17日
教育庁 管理部管理課 府立丹波支援学校プール濾過器改修工事 (株)マイベイ 平成25年6月27日
教育庁 管理部管理課 府立鴨沂高等学校仮校舎改修工事（建築工事） (株)大安組 平成25年6月17日
教育庁 管理部管理課 府立鴨沂高等学校仮校舎改修工事（電気設備工事） (株)洛南エンジニアリング 平成25年6月25日
教育庁 管理部管理課 府立鴨沂高等学校仮校舎改修工事（機械設備工事） 大伸工業(株) 平成25年6月18日
教育庁 管理部管理課 府立向日が丘支援学校給水設備改修工事 (株)北浦工業所 平成25年6月25日
入札課担当案件 入札課（【契約事務を担当する組織】文化環境部・府大学振興課） 教養教育共同化施設（仮称）整備工事（実験動物舎等整備工事）建築工事 （株）田中健建設工業 平成25年7月16日
入札課担当案件 入札課（【契約事務を担当する組織】文化環境部・府大学振興課） 教養教育共同化施設（仮称）整備工事（実験動物舎等整備工事）電気設備工事 鳳電気土木（株） 平成25年7月16日
入札課担当案件 入札課（【契約事務を担当する組織】文化環境部・府大学振興課） 教養教育共同化施設（仮称）整備工事（実験動物舎等整備工事）機械設備工事 京栄水道（株） 平成25年7月16日
入札課担当案件 入札課（【契約事務を担当する組織】建設交通部・砂防課） 管内一円総合流域防災・情報基盤整備（防災安全）工事 日本コムシス（株） 平成25年6月20日
入札課担当案件 入札課（【契約事務を担当する組織】建設交通部・住宅課） 府営住宅桃山日向団地(第4号棟)解体除却工事 (株)キョウラク 平成25年6月7日
入札課担当案件 入札課（【契約事務を担当する組織】建設交通部・住宅課） 府営住宅桃山日向団地(第5号棟ほか)解体除却工事 (株)星山組 平成25年6月7日
警察本部 総務部会計課 向日町警察署空調設備改修工事 明和管工業(株) 平成25年5月14日
その他発注機関 府立植物園 平成25年度京都府立植物園ばら園等栽培管理業務 (株)小島庭園工務所 平成25年5月31日
その他発注機関 府立植物園 平成25年度京都府立植物園花しょうぶ園等栽培管理業務 花豊造園(株) 平成25年5月31日
その他発注機関 府立植物園 平成25年度京都府立植物園つばき園並びに竹・笹園及び景観・修景木維持管理業務 (株)植藤造園 平成25年5月31日
その他発注機関 府立植物園 京都府立植物園北山カフェ整備工事(建築工事)(再) (株)本田建設 平成25年5月31日
※調達機関(部局・事務所)の表記は京都府入札情報公開システムにおける表記を用いています。


