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入札方式別発注案件(工事)一覧表【目次】

(平成31年4月１日～令和元年7月31日)

入札･契約方式
件数
(件)

1 総務部 自転車競技事務所 一般競争 1 1
2 ～ 5 一般競争 4 1

6 指名競争 1 1

7 随意契約 1 1

8 ～ 9 一般競争 2 1

10 随意契約 1 1

11 ～ 13 家庭支援課 一般競争 3 1 ～ 2

14 障害者支援課 一般競争 1 2

15 商工労働観光部 観光企画室 一般競争 1 2

16 ～ 17 山城広域振興局 一般競争 2 2

18 南丹広域振興局 指名競争 1 2

19 ～ 23 中丹広域振興局 一般競争 5 2

24 ～ 30 丹後広域振興局 一般競争 7 2 ～ 3

31 水産事務所 一般競争 1 3

32 京都林務事務所 一般競争 1 3

33 ～ 34 一般競争 2 3

35 随意契約 1 3

36 ～ 41 京都土木事務所 一般競争 6 3 ～ 4

42 ～ 49 一般競争 8 4

50 ～ 51 指名競争 2 4

52 ～ 83 一般競争 32 4 ～ 6

84 ～ 91 指名競争 8 6

92 ～ 107 一般競争 16 6 ～ 7

108 ～ 109 指名競争 2 7

110 随意契約 1 8

111 ～ 147 一般競争 37 8 ～ 10

148 ～ 158 指名競争 11 10

159 ～ 194 一般競争 36 10 ～ 12

195 指名競争 1 12

196 ～ 220 一般競争 25 12 ～ 14

221 ～ 225 指名競争 5 14

226 ～ 279 一般競争 54 14 ～ 17

280 随意契約 1 17

281 ～ 284 大野ダム総合管理事務所 一般競争 4 17

285 ～ 294 一般競争 10 17 ～ 18

295 指名競争 1 18

296
商工労働観光部･
建設交通部

港湾局 一般競争 1 18

297 ～ 324 一般競争 28 18 ～ 20

325 ～ 328 指名競争 4 20

329 ～ 339 一般競争 11 20

340 ～ 343 指名競争 4 20 ～ 21

344 ～ 354 一般競争 11 21

355 ～ 356 指名競争 2 21
警察本部 会計課

農林水産部

府営水道事務所

健康福祉部

丹後土木事務所

管理課

文化財保護課

教育庁

乙訓土木事務所

山城北土木事務所

南丹土木事務所

中丹西土木事務所

住宅課

山城南土木事務所

中丹東土木事務所

建設交通部

整理番号 発注機関名 ページ

公営企業管理事務所

府民環境部

流域下水道事務所



入札方式別発注案件（工事）一覧表

No 発注機関1 発注機関2 入札方式 案件名称 工種区分 所在地
発注
類型
番号

契約金額
(円/税込)

落札率

1 総務部 自転車競技事務所 一般競争 京都向日町競輪場特別観覧席災害復旧工事 建築一式工事 府内 12,276,360 90.0%

1件 90.0%

2 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 宇治浄水場ろ過池（ホイラー）機械設備更新工事 機械器具設置工事 府外 4 40,500,000 91.8%

3 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 木津浄水場ＰＡＣ注入設備更新工事 電気工事 府外 4 24,516,000 90.7%

4 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 乙訓浄水場脱水機関係機器修繕工事 機械器具設置工事 府外 4 12,287,000 91.9%

5 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 木津浄水場３号沈殿池掻寄機修繕工事 機械器具設置工事 府外 4 19,580,000 94.8%

4件 92.3%

6 府民環境部 府営水道事務所 指名競争 木津浄水場維持管理修繕工事（取水口浚渫） 土木一式工事 府内 3,002,400 87.2%

1件 87.2%

7 府民環境部 府営水道事務所 随意契約 宇治浄水場維持管理修繕工事（No.１中間ポンプＶＶＶＦ盤修繕 電気工事 府内 8,580,000 83.2%

1件 83.2%

8 府民環境部 公営企業管理事務所 一般競争 大野発電所蓄電池更新工事 電気工事 府内 5,287,680 89.6%

9 府民環境部 公営企業管理事務所 一般競争 中継ポンプ１号修繕工事 機械器具設置工事 府外 4 3,996,000 93.8%

2件 91.7%

10 府民環境部 公営企業管理事務所 随意契約 維持管理修繕工事（ブレード修繕工事） 電気工事 府内 4,374,000 92.3%

1件 92.3%

11 健康福祉部 家庭支援課 一般競争 福知山児童相談所改修工事（主体工事） 建築一式工事 府内 265,069,800 90.5%

12 健康福祉部 家庭支援課 一般競争 福知山児童相談所改修工事（電気設備工事） 電気工事 府内 26,213,760 89.7%

13 健康福祉部 家庭支援課 一般競争 福知山児童相談所改修工事（機械設備工事） 管工事 府内 58,829,760 90.6%
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No 発注機関1 発注機関2 入札方式 案件名称 工種区分 所在地
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落札率

3件 90.3%

14 健康福祉部 障害者支援課 一般競争 旧京都府立舞鶴こども療育センター浄化槽等撤去解体工事 解体処理 府内 36,597,000 94.5%

1件 94.5%

15 商工労働観光部 観光企画室 一般競争 京都府総合見本市会館吊り天井改修工事（大展示場） 建築一式工事 府内 55,726,000 90.3%

1件 90.3%

16 農林水産部
山城広域振興局（農林
商工部）

一般競争 令和元年度国有農地等管理処分事業宇治善法法面防災工事 法面処理工事 府外 3 18,020,200 87.9%

17 農林水産部
山城広域振興局（農林
商工部）

一般競争
令和元年度府営基幹水利施設ストックマネジメント事業木津用水地区水管理制御
設備改修工事

電気通信工事 府外 4 91,408,900 90.0%

2件 89.0%

18 農林水産部
南丹広域振興局（農林
商工部）

指名競争 平成３０年度京都府単費自然災害防止事業（補正）設計第２－１号 土木一式工事 府内 3,588,840 86.9%

1件 86.9%

19 農林水産部
中丹広域振興局（農林
商工部）

一般競争 平成３０年度治山事業（復旧治山）（補正１）設計第２号 土木一式工事 府内 44,152,560 88.7%

20 農林水産部
中丹広域振興局（農林
商工部）

一般競争 平成３０年度京都府単費自然災害防止事業（補正）設計第３－２号 土木一式工事 府内 37,110,960 88.6%

21 農林水産部
中丹広域振興局（農林
商工部）

一般競争 平成３０年度治山事業（復旧治山）（補正１）設計第３号 土木一式工事 府内 48,492,000 97.6%

22 農林水産部
中丹広域振興局（農林
商工部）

一般競争 平成３０年度治山事業（復旧治山）（補正２）設計第３号 土木一式工事 府内 50,298,840 88.9%

23 農林水産部
中丹広域振興局（農林
商工部）

一般競争 平成３０年度京都府単費自然災害防止事業（補正）設計第３－４号及び３－５号 土木一式工事 府内 32,591,900 88.2%

5件 90.4%

24 農林水産部
丹後広域振興局（農林
商工部）

一般競争 平成３０年度治山事業（緊急予防治山）（補正３）設計第２号 土木一式工事 府内 43,450,560 88.7%

25 農林水産部
丹後広域振興局（農林
商工部）

一般競争 平成３０年度保安林危険木捕捉事業設計第７－１号　他 土木一式工事 府内 18,198,000 99.1%

26 農林水産部
丹後広域振興局（農林
商工部）

一般競争
平成３０年度治山事業（緊急予防治山）（補正３）設計第１号及び平成３０年度保安
林危険木捕捉事業設計第１４号

土木一式工事 府内 38,337,840 100%
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No 発注機関1 発注機関2 入札方式 案件名称 工種区分 所在地
発注
類型
番号

契約金額
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落札率

27 農林水産部
丹後広域振興局（農林
商工部）

一般競争 平成３０年度京都府単費自然災害防止事業（補正）設計第４－１６号　他 土木一式工事 府内 14,223,600 100%

28 農林水産部
丹後広域振興局（農林
商工部）

一般競争 令和元年度治山事業（林地荒廃防止）設計第６号 土木一式工事 府内 25,212,000 100%

29 農林水産部
丹後広域振興局（農林
商工部）

一般競争 平成３０年度京都府単費自然災害防止事業（補正）設計第４－１８号 土木一式工事 府内 11,000,000 99.3%

30 農林水産部
丹後広域振興局（農林
商工部）

一般競争
令和元年度治山事業（緊急予防治山）設計第５号及び令和元年度人と森をつなぐ
環境整備事業設計第４－２号

土木一式工事 府内 34,331,000 100%

7件 98.1%

31 農林水産部 水産事務所 一般競争 令和元年度舞鶴漁港整備工事（残土処分①） 土木一式工事 府内 27,205,200 90.3%

1件 90.3%

32 農林水産部 京都林務事務所 一般競争
令和元年度治山事業（予防治山）設計第１号及び令和元年度人と森をつなぐ環境
整備事業設計第５号

土木一式工事 府内 40,793,500 88.5%

1件 88.5%

33 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅芥子谷団地道路改良等工事（住30地再要補第1107号の１の３） 土木一式工事 府内 25,747,200 88.4%

34 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅中村団地解体除却工事 解体処理 府内 43,120,000 92.3%

2件 90.3%

35 建設交通部 住宅課 随意契約 府営住宅田辺団地（第１８号棟・第２０号棟）既設昇降機設備改修工事 機械器具設置工事 府外 14,300,000 92.6%

1件 92.6%

36 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 天神川、西高瀬川他小修繕工事 土木一式工事 府内 8,738,280 87.1%

37 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 鴨川（柊野以北）他小修繕工事 土木一式工事 府内 9,199,440 87.1%

38 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 桂川、弓削川他小修繕工事 土木一式工事 府内 5,591,160 87.2%

39 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 鴨川（柊野以南）他小修繕工事 土木一式工事 府内 8,858,160 87.1%

40 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 宇治川派流他小修繕工事 土木一式工事 府内 8,951,040 87.1%
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No 発注機関1 発注機関2 入札方式 案件名称 工種区分 所在地
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41 建設交通部 京都土木事務所 一般競争
花尻川通常砂防（防災安全補正）工事
花尻川通常砂防（防災安全）工事

土木一式工事 府内 156,611,400 90.2%

6件 87.6%

42 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 西京高槻線　防災・安全交付金（交安）工事　他 土木一式工事 府内 40,952,520 88.5%

43 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 西京高槻線・小畑川ほか小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 10,445,760 86.5%

44 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 大山崎大枝線・小泉川ほか小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 10,040,760 86.5%

45 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 管内一円小修繕（安全施設）工事 交通安全施設工事 府内 9,251,280 86.2%

46 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 管内一円小修繕（清掃）工事 しゅんせつ工事 府内 4,402,080 86.2%

47 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 管内一円小修繕（舗装）工事 舗装工事 府内 9,046,080 86.2%

48 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 伏見向日線他防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事 機械器具設置工事 府内 34,859,000 89.8%

49 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 管内一円（伏見柳谷高槻線）平成３０年発生土木災害復旧工事（２０１、２０２）　他 土木一式工事 府内 13,574,000 87.6%

8件 87.2%

50 建設交通部 乙訓土木事務所 指名競争 管内一円防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事 電気工事 府内 7,935,840 87.1%

51 建設交通部 乙訓土木事務所 指名競争 管内一円小修繕（電気）工事 電気工事 府内 3,825,360 86.2%

2件 86.6%

52 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 管内一円（八幡木津線他）防災・安全交付金（交安）工事 交通安全施設工事 府内 9,065,520 86.8%

53 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 八幡木津線地方道路交付金工事 土木一式工事 府内 14,407,200 87.9%

54 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 山城総合運動公園　公共都市公園施設整備（防災・安全）工事 土木一式工事 府内 23,497,560 88.2%

55 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 和束井手線防災・安全交付金工事　他 土木一式工事 府内 26,143,560 88.3%

56 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 古川　床上浸水対策特別緊急工事　他 土木一式工事 府内 70,360,920 89.0%
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57 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 弥陀次郎川　通常砂防（防災安全）工事　他 土木一式工事 府内 69,865,200 89.4%

58 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 山城総合運動公園　公共都市公園施設整備（スポーツ）工事 土木一式工事 府内 10,702,800 87.5%

59 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 古川　広域河川改修（防災・安全）工事　他 土木一式工事 府内 68,985,000 88.6%

60 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 管内一円（大津南郷宇治線）平成３０年発生土木災害復旧工事（３０８）　他 法面処理工事 府外 3 207,363,240 89.9%

61 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争
①宇治淀線他道路維持修繕（小修繕）工事
②古川他河川小修繕工事　他

土木一式工事 府内 9,957,600 86.4%

62 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争
①国道３０７号他道路維持修繕（小修繕）工事
②青谷川他河川小修繕工事　他

土木一式工事 府内 9,906,840 86.4%

63 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争
①京都守口線他道路維持修繕（小修繕）工事
②大谷川他河川小修繕工事　他

土木一式工事 府内 14,955,840 86.5%

64 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争
①八幡木津線他道路維持修繕（小修繕）工事
②防賀川他河川小修繕工事　他

土木一式工事 府内 14,680,440 86.6%

65 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争
①和束井手線他道路維持修繕（小修繕）工事
②玉川他河川小修繕工事　他

土木一式工事 府内 11,851,920 86.5%

66 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争
①大津南郷宇治線他道路維持修繕（小修繕）工事
②志津川他河川小修繕工事　他

土木一式工事 府内 11,644,560 86.3%

67 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争
①国道３０７号他道路維持修繕（小修繕）工事
②田原川他河川小修繕工事　他

土木一式工事 府内 12,303,360 86.3%

68 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号他道路維持修繕（小修繕）工事 舗装工事 府内 9,657,360 86.2%

69 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 大津南郷宇治線他道路維持修繕（小修繕）工事 舗装工事 府内 9,983,520 86.2%

70 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 城陽宇治線他道路維持修繕（小修繕）工事 舗装工事 府内 9,945,720 86.2%

71 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 八幡木津線他道路維持修繕（小修繕）工事 舗装工事 府内 10,027,800 86.2%

72 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 大津南郷宇治線他道路維持修繕（小修繕）工事 交通安全施設工事 府内 9,951,120 86.2%

73 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 大津南郷宇治線他道路維持修繕（小修繕）工事 しゅんせつ工事 府内 9,955,440 86.2%

74 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 大津南郷宇治線他道路維持修繕（小修繕）工事 電気工事 府内 3,412,800 86.2%

75 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号他道路維持修繕（小修繕）工事 交通安全施設工事 府内 11,543,040 86.2%
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76 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号他道路維持修繕（小修繕）工事 しゅんせつ工事 府内 9,876,600 86.2%

77 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号他道路維持修繕（小修繕）工事 電気工事 府内 3,150,360 86.2%

78 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号（奥山田バイパス）地方道路交付金（緊急対策）工事 舗装工事 府内 9,504,000 87.1%

79 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 管内一円（和束井手線他）防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 電気通信工事 府外 4 39,585,240 89.6%

80 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 管内一円（国道３０７号）防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 電気通信工事 府外 4 32,295,240 89.6%

81 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 管内一円（交野久御山線他）府民協働型インフラ保全工事　他 舗装工事 府内 21,011,100 87.6%

82 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号（奥山田バイパス）地方道路交付金（緊急対策）工事 土木一式工事 府内 34,698,400 88.4%

83 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 山城総合運動公園公共都市公園施設整備（スポーツ）工事 電気工事 府内 21,448,900 90.0%

32件 87.3%

84 建設交通部 山城北土木事務所 指名競争 国道３０７号（奥山田バイパス）地方道路交付金工事 電気工事 府内 7,018,920 88.6%

85 建設交通部 山城北土木事務所 指名競争 管内一円（田原川）　府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式工事 府内 2,287,440 87.6%

86 建設交通部 山城北土木事務所 指名競争 渋川　集中豪雨・天井川等対策工事　他 土木一式工事 府内 8,170,200 87.3%

87 建設交通部 山城北土木事務所 指名競争 管内一円（八幡京田辺インター線他）防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 電気工事 府内 8,247,960 87.2%

88 建設交通部 山城北土木事務所 指名競争 管内一円（八幡木津線）防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事 電気工事 府内 8,304,120 87.2%

89 建設交通部 山城北土木事務所 指名競争 管内一円（宇治淀線他）府民協働型インフラ保全工事 舗装工事 府内 6,988,680 86.7%

90 建設交通部 山城北土木事務所 指名競争 管内一円（宇治淀線他）防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事 電気工事 府内 8,421,600 87.2%

91 建設交通部 山城北土木事務所 指名競争 管内一円（城陽宇治線他）防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事 電気工事 府内 8,344,600 87.1%

8件 87.4%

92 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 管内一円（国道１６３号）　府民協働型インフラ保全工事　他 舗装工事 府内 31,363,200 88.4%
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93 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 京都八幡木津自転車道線　広域連携交付金（自転車）工事 土木一式工事 府内 12,450,240 87.2%

94 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 国道１６３号　防災・安全交付金（緊防）工事　他 土木一式工事 府内 26,329,320 87.9%

95 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 上野南山城線　防災・安全交付金（緊防）工事 土木一式工事 府内 48,853,800 88.7%

96 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争
八幡木津線他道路維持修繕（小修繕）工事
煤谷川他河川小修繕工事

土木一式工事 府内 8,061,120 86.3%

97 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争
①けいはんな記念公園木津線他道路維持修繕（小修繕）工事　　山田川他河川小
修繕工事　他

土木一式工事 府内 7,051,320 86.6%

98 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争
上狛城陽線他道路維持修繕（小修繕）工事
天神川他河川小修繕工事

土木一式工事 府内 5,310,360 86.5%

99 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争
天理加茂木津線他道路維持修繕（小修繕）工事
赤田川他河川小修繕工事

土木一式工事 府内 12,340,080 86.3%

100 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争
木津信楽線他道路維持修繕（小修繕）工事
和束川他河川小修繕工事

土木一式工事 府内 12,546,360 86.3%

101 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争
笠置山添線他道路維持修繕（小修繕）工事
白砂川他河川小修繕工事

土木一式工事 府内 14,143,680 86.3%

102 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争
国道１６３号他道路維持修繕（小修繕）工事
山城谷川他河川小修繕工事

土木一式工事 府内 14,070,240 86.2%

103 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 管内一円道路維持修繕（小修繕）工事 舗装工事 府内 16,706,520 86.3%

104 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 管内一円（国道１６３号）　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 電気通信工事 府内 30,461,400 89.2%

105 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 管内一円（国道１６３号）　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 電気通信工事 府外 4 31,186,080 89.2%

106 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 木津信楽線　防災・安全交付金（補正）工事 土木一式工事 府内 132,883,200 89.4%

107 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 東中央線　地方道路交付金（街路）工事 土木一式工事 府内 39,916,800 88.7%

16件 87.5%

108 建設交通部 山城南土木事務所 指名競争 横川他河川環境整備工事 土木一式工事 府内 5,191,560 87.9%

109 建設交通部 山城南土木事務所 指名競争 国道１６３号他　道路維持修繕（小修繕）工事 電気工事 府内 5,903,280 86.2%

2件 87.0%
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110 建設交通部 山城南土木事務所 随意契約 管内一円　臨時生活関連施設整備工事 土木一式工事 府内 14,580,000 94.3%

1件 94.3%

111 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 大町谷川通常砂防（防災安全）工事 土木一式工事 府内 32,854,680 88.4%

112 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 京都日吉美山線平成３０年発生土木災害復旧工事【査定番号５１４６号】 土木一式工事 府内 226,160,640 89.9%

113 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（国道１６２号他）防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事 電気通信工事 府外 4 35,851,680 89.5%

114 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（国道３７２号他）防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 電気通信工事 府内 43,003,440 89.7%

115 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
上野水原線他平成３０年発生土木災害復旧工事【査定番号５１５７号、５１４８号】
他

土木一式工事 府内 11,706,120 87.6%

116 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（国道４７７号）地域振興道路工事 舗装工事 府内 8,867,880 87.0%

117 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 京丹波三和線防災安全交付金工事 舗装工事 府内 16,266,960 87.6%

118 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 国道３７２号広域連携交付金（改築）工事 土木一式工事 府内 42,352,200 88.7%

119 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 八原田上弓削線防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事 土木一式工事 府内 69,708,600 89.0%

120 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 京都広河原美山線防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事 土木一式工事 府内 67,586,400 89.0%

121 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 亀岡園部線防災・安全交付金（緊急対策）工事 土木一式工事 府内 40,043,160 88.7%

122 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 京都広河原美山線防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事 土木一式工事 府内 22,657,320 88.0%

123 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 国道１６２号防災・安全交付金（雪寒）（緊急対策）工事 土木一式工事 府内 61,375,320 89.0%

124 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
国道３７２号他道路維持修繕工事
本梅川他単費河川維持修繕工事

土木一式工事 府内 17,917,200 86.3%

125 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
枚方亀岡線他道路維持修繕工事
年谷川他単費河川維持修繕工事

土木一式工事 府内 14,943,960 86.3%

126 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
国道４２３号他道路維持修繕工事
曽我谷川他単費河川維持修繕工事

土木一式工事 府内 20,672,280 86.5%

127 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
園部能勢線他道路維持修繕工事
大路路川他単費河川維持修繕工事

土木一式工事 府内 20,450,880 86.5%
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128 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
郷ノ口余部線他道路維持修繕工事
七谷川他単費河川維持修繕工事

土木一式工事 府内 19,055,520 86.4%

129 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
国道３７２号他道路維持修繕工事
園部川他単費河川維持修繕工事

土木一式工事 府内 20,394,720 86.5%

130 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
国道４７７号他道路維持修繕工事
桂川他単費河川維持修繕工事

土木一式工事 府内 20,004,840 86.5%

131 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
京都日吉美山線他道路維持修繕工事
田原川他単費河川維持修繕工事

土木一式工事 府内 20,718,720 86.5%

132 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
日吉京丹波線他道路維持修繕工事
須知川他単費河川維持修繕工事

土木一式工事 府内 20,806,200 86.5%

133 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
国道１７３号他道路維持修繕工事
高屋川他単費河川維持修繕工事

土木一式工事 府内 20,837,520 86.5%

134 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
市島和知線他道路維持修繕工事
由良川他単費河川維持修繕工事

土木一式工事 府内 22,917,600 95.0%

135 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
国道１６２号他道路維持修繕工事
棚野川他単費河川維持修繕工事

土木一式工事 府内 22,819,320 93.8%

136 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
綾部宮島線他道路維持修繕工事
原川他単費河川維持修繕工事

土木一式工事 府内 22,809,600 94.0%

137 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
京都広河原美山線他道路維持修繕工事
知見谷川他単費河川維持修繕工事

土木一式工事 府内 22,874,400 93.9%

138 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（国道３７２号他）防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 電気工事 府内 23,207,800 88.1%

139 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（美山町）防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 電気工事 府内 23,217,700 88.1%

140 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（国道１７３号）地域振興道路工事　他 舗装工事 府内 9,397,300 87.2%

141 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 綾部宮島線防災・安全交付金（交安）工事 土木一式工事 府内 36,765,300 88.5%

142 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
管内一円（官山川他）平成３０年発生土木災害復旧工事【査定番号５０１７号、５０１
８号、５０２６号】

土木一式工事 府内 16,788,200 87.6%

143 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
宮前千歳線地方道路交付金工事
宮前千歳線地方道路交付金（緊急対策）工事　他

土木一式工事 府内 40,156,600 88.6%

144 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 由良川平成３０年発生土木災害復旧工事【査定番号５２２５号】 土木一式工事 府内 71,263,500 89.3%

145 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 国道４７７号地方道路交付金（緊急対策）工事 土木一式工事 府内 204,437,200 89.8%

146 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
管内一円（本梅川）平成３０年発生土木災害復旧工事【査定番号５０３５、５０３６、５
０３７、５１７０号】

土木一式工事 府内 20,189,400 87.9%

9



入札方式別発注案件（工事）一覧表

No 発注機関1 発注機関2 入札方式 案件名称 工種区分 所在地
発注
類型
番号

契約金額
(円/税込)

落札率

147 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（曽我谷川）平成２９年発生土木災害復旧工事【査定番号５０３号】　他 土木一式工事 府内 17,334,900 87.8%

37件 88.5%

148 建設交通部 南丹土木事務所 指名競争 管内一円（富田胡麻停車場線）府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式工事 府内 2,900,880 86.4%

149 建設交通部 南丹土木事務所 指名競争 国道１７３号他道路維持修繕工事 舗装工事 府内 4,758,480 86.2%

150 建設交通部 南丹土木事務所 指名競争 国道４７７号他道路維持修繕工事 舗装工事 府内 4,758,480 86.2%

151 建設交通部 南丹土木事務所 指名競争 国道３７２号他道路維持修繕工事 舗装工事 府内 4,800,600 86.2%

152 建設交通部 南丹土木事務所 指名競争 国道３７２号他道路維持修繕工事 舗装工事 府内 4,633,200 86.2%

153 建設交通部 南丹土木事務所 指名競争 国道４７７号他道路維持修繕工事
とび・土工・コンクリート
工事

府内 8,344,080 86.2%

154 建設交通部 南丹土木事務所 指名競争 国道３７２号他道路維持修繕工事 電気工事 府内 1,704,240 86.2%

155 建設交通部 南丹土木事務所 指名競争 国道４７７号他道路維持修繕工事 電気工事 府内 1,705,320 86.2%

156 建設交通部 南丹土木事務所 指名競争 国道１７３号他道路維持修繕工事 電気工事 府内 1,688,040 86.2%

157 建設交通部 南丹土木事務所 指名競争 国道１６２号他道路維持修繕工事 舗装工事 府内 4,789,800 86.2%

158 建設交通部 南丹土木事務所 指名競争 亀岡園部線道路維持修繕工事 土木一式工事 府内 6,074,200 87.4%

11件 86.3%

159 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（犀川）　平成３０年発生土木災害復旧工事　他 土木一式工事 府内 25,259,040 89.7%

160 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（西舞鶴停車場線）　臨時生活関連施設整備工事　他 舗装工事 府内 21,895,920 88.1%

161 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（福知山綾部線）地域主導型公共工事（臨生）　他 舗装工事 府内 22,023,360 88.2%

162 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 舞鶴和知線　防災・安全交付金（緊防）工事 土木一式工事 府内 30,592,080 88.3%

163 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（物部西舞鶴線）（志賀郷橋他）　防災・安全交付金（橋修）工事　他 土木一式工事 府内 22,238,280 86.4%
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164 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 小倉西舞鶴線　防災・安全交付金（街路）工事　他 土木一式工事 府内 9,431,640 87.6%

165 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（舞鶴宮津線）　平成３０年発生土木災害復旧工事　他 土木一式工事 府内 11,757,960 87.7%

166 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（舞鶴和知線）平成２９年発生土木災害復旧工事【第６７１９号】　他 土木一式工事 府内 99,316,800 89.5%

167 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 瀬ヶ谷川支渓　災害関連緊急砂防工事 土木一式工事 府内 69,878,160 89.3%

168 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（物部西舞鶴線他）　平成３０年発生土木災害復旧工事 土木一式工事 府内 53,320,680 88.9%

169 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 大畠川　災害関連緊急砂防工事　他 土木一式工事 府内 202,610,160 90.0%

170 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 矢ノ谷川　通常砂防（防災安全）工事　他 土木一式工事 府内 67,059,360 89.2%

171 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 綾部大江宮津線・犀川ほか小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 20,540,520 86.4%

172 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 福知山綾部線・安場川ほか小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 20,590,200 86.4%

173 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 小浜綾部線・上林川ほか小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 22,194,000 94.0%

174 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 小浜綾部線ほか小修繕（電気）工事 電気工事 府内 5,397,840 86.2%

175 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 綾部大江宮津線ほか小修繕（舗装）工事 舗装工事 府内 8,750,160 86.2%

176 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 福知山綾部線ほか小修繕（舗装）工事 舗装工事 府内 8,859,240 86.2%

177 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 小浜綾部線ほか小修繕（舗装）工事 舗装工事 府内 8,812,800 86.2%

178 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 舞鶴宮津線・岡田川ほか小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 17,372,880 86.5%

179 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 国道１７８号・高野川ほか小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 17,300,520 86.5%

180 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 舞鶴和知線・与保呂川ほか小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 17,487,360 86.4%

181 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 国道１７５号ほか小修繕（電気）工事 電気工事 府内 5,435,640 86.2%

182 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 国道１７５号ほか小修繕（舗装）工事 舗装工事 府内 8,776,080 86.2%
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183 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 小倉西舞鶴線ほか小修繕（舗装）工事 舗装工事 府内 8,934,840 86.2%

184 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 舞鶴野原港高浜線・朝来川ほか小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 16,984,080 86.5%

185 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 舞鶴野原港高浜線ほか小修繕（舗装）工事 舗装工事 府内 9,272,880 86.2%

186 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（宇谷川）　平成３０年発生土木災害復旧工事 土木一式工事 府内 27,539,600 89.3%

187 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 自然公園京都丹波高原国定公園　公共自然公園施設整備工事 建築一式工事 府内 22,882,200 89.9%

188 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（朝根川）　災害関連緊急土砂対策（砂防）工事 土木一式工事 府内 29,533,900 88.1%

189 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（志楽川他）　平成３０年発生土木災害復旧工事　他 土木一式工事 府内 55,000,000 91.0%

190 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（安場川他）　平成３０年発生土木災害復旧工事 土木一式工事 府内 47,461,700 88.5%

191 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 電気通信工事 府内 36,984,200 89.5%

192 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 電気通信工事 府内 37,011,700 89.5%

193 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（高野川）　平成３０年発生土木災害復旧工事　他 土木一式工事 府内 20,677,800 87.9%

194 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（小西西坂線他）　平成３０年発生土木災害復旧工事 土木一式工事 府内 33,051,700 88.2%

36件 88.0%

195 建設交通部 中丹東土木事務所 指名競争 管内一円（八田川）　府民協働型インフラ保全工事 土木一式工事 府内 3,552,120 87.1%

1件 87.1%

196 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 谷河川　災害関連緊急砂防工事 土木一式工事 府内 213,509,520 90.0%

197 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 弘法川　床上浸水対策特別緊急工事 土木一式工事 府内 70,682,760 89.2%

198 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 深山川　平成３０年発生土木災害復旧工事（７０９４）　他２件 土木一式工事 府内 14,548,680 87.9%

199 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 牧川　平成３０年発生土木災害復旧工事（７７０、７７１、７７２） 土木一式工事 府内 26,949,240 88.1%
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200 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（牧川）河川一般単独災害復旧工事 土木一式工事 府内 21,569,760 89.5%

201 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（雲原川）　河川一般単独災害復旧工事 土木一式工事 府内 22,472,640 90.0%

202 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 国道１７５号　防災・安全交付金（緊急対策）工事 土木一式工事 府内 35,699,400 88.6%

203 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（国道１７５号）府民公募型整備工事 土木一式工事 府内 35,087,040 88.5%

204 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 弘法川　床上浸水対策特別緊急工事 建築一式工事 府内 76,464,000 99.9%

205 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争
国道１７３号他道路維持修繕（小修繕）工事
川合川他河川維持修繕　他

土木一式工事 府内 18,448,560 86.4%

206 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争
但東夜久野線他道路維持修繕（小修繕）工事
直見川他河川維持修繕（小修繕）工事他

土木一式工事 府内 17,452,800 94.0%

207 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争
国道１７５号他道路維持修繕（小修繕）工事
宮川他河川維持修繕（小修繕）工事　他

土木一式工事 府内 17,901,000 93.0%

208 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争
福知山綾部線他道路維持修繕（小修繕）工事
土師川他河川維持修繕（小修繕）工事他

土木一式工事 府内 16,524,000 90.2%

209 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争
国道４２９号他道路維持修繕（小修繕）工事
和久川他河川維持修繕（小修繕）工事他

土木一式工事 府内 15,572,520 86.4%

210 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 国道４２６号他道路維持修繕（小修繕）工事　他２件 土木一式工事 府内 17,982,000 93.6%

211 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争
国道１７６号他道路維持修繕（小修繕）工事
雲原川他河川維持修繕（小修繕）工事他

土木一式工事 府内 15,660,000 92.9%

212 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 国道１７３号他道路維持修繕（小修繕）工事 舗装工事 府内 17,543,520 90.0%

213 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 国道４２６号他道路維持修繕（小修繕）工事 舗装工事 府内 17,496,000 88.1%

214 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 国道１７５号他道路維持修繕（小修繕）工事 舗装工事 府内 17,161,200 87.7%

215 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（国道１７３号）平成３０年発生土木災害復旧工事 法面処理工事 府外 3 18,610,560 87.9%

216 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事 電気通信工事 府内 58,482,000 89.7%

217 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 国道１７５号　防災・安全交付金（緊急対策）工事 土木一式工事 府内 70,252,920 89.1%

218 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 弘法川　床上浸水対策特別緊急工事 電気工事 府内 18,591,100 89.6%
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219 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 山東大江線　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 土木一式工事 府内 57,315,600 100%

220 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 法川　床上浸水対策特別緊急工事 土木一式工事 府内 35,776,400 88.5%

25件 90.4%

221 建設交通部 中丹西土木事務所 指名競争 福知山停車場線他道路維持修繕（小修繕）工事 造園工事 府内 5,717,520 86.2%

222 建設交通部 中丹西土木事務所 指名競争 管内一円　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 電気工事 府内 4,584,600 86.8%

223 建設交通部 中丹西土木事務所 指名競争 管内一円道路維持修繕（小修繕）工事 電気工事 府内 7,518,960 86.3%

224 建設交通部 中丹西土木事務所 指名競争 弘法川　床上浸水対策特別緊急工事 管工事 府内 8,704,800 89.7%

225 建設交通部 中丹西土木事務所 指名競争 管内一円（市島和知線）臨時生活関連施設整備工事　他 土木一式工事 府内 5,500,000 90.3%

5件 87.8%

226 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道４８２号　防災・安全交付金（雪寒）工事　他２件 機械器具設置工事 府内 38,828,160 90.0%

227 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号　防災・防雪対策工事　他１件 土木一式工事 府内 20,226,240 88.0%

228 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（国道１７８号）　平成３０年発生土木災害復旧工事（8102）　他１件 土木一式工事 府内 26,173,800 88.1%

229 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 大手川　河川災害防除工事　他１件 土木一式工事 府内 27,194,400 89.3%

230 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７６号　地域振興道路工事 舗装工事 府内 15,176,160 87.6%

231 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（舞鶴宮津線）　平成３０年発生土木災害復旧工事（8109）　他１件 土木一式工事 府内 38,116,440 88.2%

232 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 野田川　広域河川改修（防災・安全）工事 土木一式工事 府内 50,641,200 89.9%

233 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（長延川）　平成３０年発生土木災害復旧工事（8145、8146） 土木一式工事 府内 23,268,600 87.9%

234 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（竹野川他）　府民公募型整備工事　他２件 土木一式工事 府内 38,739,600 100%

235 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（国道１７８号他）　地域振興道路工事 舗装工事 府内 21,023,280 87.8%
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236 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（佐濃谷川他）　平成３０年発生土木災害復旧工事（8080、8086、8087、
8088、8089、8051）　他１件

土木一式工事 府内 65,804,400 100%

237 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７６号ほか道路維持修繕（小修繕）工事 舗装工事 府内 8,011,440 85.9%

238 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号ほか道路維持修繕（小修繕）工事　合冊 土木一式工事 府内 13,038,840 86.3%

239 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７６号ほか道路維持修繕（小修繕）工事 電気工事 府内 7,852,680 86.2%

240 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７６号ほか道路維持修繕（小修繕）工事 造園工事 府内 11,666,160 86.2%

241 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７６号ほか道路維持修繕（小修繕）工事　合冊 土木一式工事 府内 13,113,360 86.3%

242 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号ほか道路維持修繕（小修繕）工事　合冊 土木一式工事 府内 12,671,640 86.3%

243 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７６号ほか道路維持修繕（小修繕）工事　合冊 土木一式工事 府内 12,841,200 86.3%

244 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号ほか道路維持修繕（小修繕）工事　合冊 土木一式工事 府内 13,774,320 86.3%

245 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道３１２号ほか道路維持修繕（小修繕）工事　合冊 土木一式工事 府内 15,648,120 100%

246 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号ほか道路維持修繕（小修繕）工事　合冊 土木一式工事 府内 13,737,600 86.3%

247 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道４８２号ほか道路維持修繕（小修繕）工事　合冊 土木一式工事 府内 13,748,400 86.3%

248 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道３１２号ほか道路維持修繕（小修繕）工事　合冊 土木一式工事 府内 13,645,800 86.3%

249 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号ほか道路維持修繕（小修繕）工事　合冊 土木一式工事 府内 13,714,920 86.3%

250 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号ほか道路維持修繕（小修繕）工事 電気工事 府内 8,448,840 86.2%

251 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号ほか道路維持修繕（小修繕）工事 造園工事 府内 7,722,000 86.2%

252 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号ほか道路維持修繕（小修繕）工事 舗装工事 府内 8,675,640 86.2%

253 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（筒川）　平成３０年発生土木災害復旧工事（８０２８） 土木一式工事 府内 41,904,000 100%

254 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事 土木一式工事 府内 49,680,000 99.9%
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255 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（笠松公園線）　平成３０年発生土木災害復旧工事（8121、8122） 土木一式工事 府内 12,722,400 93.0%

256 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（味土野大宮線ほか）　平成３０年発生土木災害復旧工事（8129、8137、
8133、8134）　他１件

土木一式工事 府内 31,428,000 99.8%

257 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（栃谷川他）　平成３０年発生土木災害復旧工事（8094、8095、8096、
8097、8098、8099）

土木一式工事 府内 41,285,160 100%

258 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（世屋川ほか）　平成３０年発生土木災害復旧工事（8021、8022、8023、
8024）

土木一式工事 府内 72,360,000 99.0%

259 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（温江川他）平成３０年発生土木災害復旧工事（8004、8017、8018、
8019、8020）

土木一式工事 府内 21,816,000 92.0%

260 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（国道３１２号）　平成３０年発生土木災害復旧工事（8104） 土木一式工事 府内 49,155,120 88.7%

261 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 小浜　急傾斜地崩壊対策（防災・安全）工事　他３件 土木一式工事 府内 41,532,480 88.5%

262 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 竹野川（小西川）　広域河川改修（防災・安全）工事　他１件 土木一式工事 府内 68,364,000 89.2%

263 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（栗田半島線）平成３０年発生土木災害復旧工事（8116、8117、8118、
8119、8120）

土木一式工事 府内 54,540,000 100%

264 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（宮津養父線）　平成３０年発生土木災害復旧工事（8105）　他1件 土木一式工事 府内 13,158,720 87.7%

265 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（久僧伊根線）　平成２９年発生土木災害復旧工事（4146、4148、4149）
他２件

土木一式工事 府内 79,292,520 100%

266 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号　公共山陰海岸世界ジオパーク誘客促進工事　他２件 交通安全施設工事 府内 11,414,520 86.9%

267 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（三原川）　平成３０年発生土木災害復旧工事（8082、8083、8084、8085、
8160）　他２件

土木一式工事 府内 45,136,440 100%

268 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（田原川）平成３０年発生土木災害復旧工事（8031、8032、8148） 土木一式工事 府内 47,088,000 99.9%

269 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号　防災・安全交付金（交安）（緊急対策）工事　他３件 土木一式工事 府内 65,168,280 89.4%

270 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道３１２号　防災・安全交付金（緊急対策）工事　他１件 土木一式工事 府内 70,768,080 89.2%

271 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 吉野川　河川等災害関連工事　他３件 土木一式工事 府内 76,521,240 100%

272 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（加悦奥川）　平成２９年発生土木災害復旧工事（４０２９）　他1件 土木一式工事 府内 33,869,000 100%

273 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 小香河　災害関連緊急土砂対策（急傾）工事　他4件
とび・土工・コンクリート
工事

府外 3 68,393,600 88.8%
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274 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（浜詰網野線他）平成３０年発生土木災害復旧工事（8108、8135、8163） 土木一式工事 府内 24,860,000 99.7%

275 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（国道３１２号）　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他１件 電気通信工事 府内 25,248,300 89.3%

276 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号　広域連携交付金（改築）工事　他１件 土木一式工事 府内 24,423,300 88.3%

277 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（宮津野田川線）　平成３０年発生土木災害復旧工事（8106、8107）　他1
件

土木一式工事 府内 55,000,000 93.5%

278 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（弥栄本庄線他）　平成３０年発生土木災害復旧工事（8111、8112、
8136、8162、8164、8167）　他１件

土木一式工事 府内 50,835,400 100%

279 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 長江　地すべり対策（防災安全）工事　他１件
とび・土工・コンクリート
工事

府外 3 70,609,000 89.1%

54件 91.5%

280 建設交通部 丹後土木事務所 随意契約 管内一円（竹野川）河川一般単独災害復旧工事 土木一式工事 府内 11,534,400 90.0%

1件 90.0%

281 建設交通部
大野ダム総合管理事務
所

一般競争 大野ダム堰堤改良（重要インフラ・防災安全）工事（ダム管理用制御処理設備改良） 電気通信工事 府外 4 62,208,000 95.0%

282 建設交通部
大野ダム総合管理事務
所

一般競争 管内一円臨時生活関連施設整備工事（ＣＣＴＶカメラ等更新）　他 電気通信工事 府外 4 20,779,200 95.0%

283 建設交通部
大野ダム総合管理事務
所

一般競争
大野ダム堰堤改良（重要インフラ・防災安全）工事（ダム管理用制御処理設備更新）
他２件

電気通信工事 府外 4 51,937,200 95.0%

284 建設交通部
大野ダム総合管理事務
所

一般競争 大野・畑川ダム小修繕工事 土木一式工事 府内 1,832,600 87.2%

4件 93.0%

285 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 木津川流域下水道洛南浄化センター修繕工事（汚泥脱水処理設備） 機械器具設置工事 府外 4 63,612,000 89.1%

286 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 木津川流域下水道洛南浄化センター修繕工事（濃縮・消化処理設備） 機械器具設置工事 府外 4 59,724,000 90.8%

287 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 木津川流域下水道洛南浄化センター修繕工事（汚泥乾燥設備） 機械器具設置工事 府外 4 65,988,000 89.9%

288 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争
桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事（中央監視制御設備更新・第２ポ
ンプ施設）

電気工事 府内 315,700,000 94.2%

289 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 桂川右岸流域下水道幹線管渠工事（雨水南幹線五間堀川５接続施設その１） 土木一式工事 府内 210,810,600 98.3%
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290 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 桂川右岸流域下水道　洛西浄化センター修繕工事（汚泥脱水機械設備） 機械器具設置工事 府外 4 68,530,000 94.9%

291 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事（呑龍ポンプ場電気設備） 電気工事 府外 4 356,950,000 80.3%

292 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 桂川右岸流域下水道　洛西浄化センター修繕工事（第一ポンプ機械設備） 機械器具設置工事 府外 4 42,680,000 99.8%

293 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 桂川右岸流域下水道　洛西浄化センター修繕工事（ガスボイラー等機械設備） 機械器具設置工事 府外 4 51,260,000 94.4%

294 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 桂川右岸流域下水道　洛西浄化センター修繕工事（幹線流量監視電気設備） 電気工事 府外 4 22,990,000 94.9%

10件 92.6%

295 建設交通部 流域下水道事務所 指名競争 木津川流域下水道　洛南浄化センター修繕工事（西ボイラー棟） 建築一式工事 府内 8,298,400 89.7%

1件 89.7%

296
商工労働観光
部・建設交通部

港湾局 一般競争 舞鶴国際ふ頭軌道走行式橋形起重機塗装工事 塗装工事(土木) 府内 49,698,000 88.2%

1件 88.2%

297 教育庁 管理課 一般競争 府立学校（東稜・洛水）ブロック塀撤去等工事 建築一式工事 府内 13,368,240 88.8%

298 教育庁 管理課 一般競争 府立桂高等学校ブロック塀撤去等工事 建築一式工事 府内 14,655,600 89.3%

299 教育庁 管理課 一般競争 府立盲学校ブロック塀撤去等工事 建築一式工事 府内 20,799,720 89.0%

300 教育庁 管理課 一般競争 府立田辺高等学校ブロック塀撤去等工事 建築一式工事 府内 14,612,400 89.2%

301 教育庁 管理課 一般競争 府立城南菱創高等学校ブロック塀撤去等工事 建築一式工事 府内 21,066,480 89.3%

302 教育庁 管理課 一般競争 府立聾学校ブロック塀撤去等工事 建築一式工事 府内 10,567,800 89.4%

303 教育庁 管理課 一般競争 府立洛北高等学校管理教室棟トイレ改修工事（機械設備工事） 管工事 府内 26,593,920 90.0%

304 教育庁 管理課 一般競争 府立山城高等学校教室棟トイレ改修工事（機械設備工事） 管工事 府内 23,619,600 90.0%

305 教育庁 管理課 一般競争 新設特別支援学校（井手地区）校舎新築工事（機械設備工事） 管工事 府内 722,700,000 92.4%
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306 教育庁 管理課 一般競争 新設特別支援学校（井手地区）校舎新築工事（電気設備工事） 電気工事 府内 650,727,000 86.3%

307 教育庁 管理課 一般競争 府立洛東高等学校防球ネット災害復旧工事 建築一式工事 府内 9,264,240 89.4%

308 教育庁 管理課 一般競争 府立洛北高等学校管理教室棟トイレ改修工事（建築工事）（再） 建築一式工事 府内 26,973,000 90.0%

309 教育庁 管理課 一般競争 府立山城高等学校教室棟トイレ改修工事（建築工事）（再） 建築一式工事 府内 26,844,400 89.9%

310 教育庁 管理課 一般競争 新設高等学校（丹後地域）校舎整備工事（電気設備工事） 電気工事 府内 68,090,000 92.3%

311 教育庁 管理課 一般競争 新設高等学校（丹後地域）校舎整備工事（昇降機設備工事） 機械器具設置工事 府外 4 15,391,200 91.2%

312 教育庁 管理課 一般競争 新設高等学校（丹後地域）校舎整備工事（主体工事） 建築一式工事 府内 358,820,000 96.1%

313 教育庁 管理課 一般競争 府立朱雀高等学校ブロック塀撤去等工事 建築一式工事 府内 20,655,000 89.7%

314 教育庁 管理課 一般競争 府立与謝の海支援学校災害復旧工事（再） 土木一式工事 府内 26,125,000 88.0%

315 教育庁 管理課 一般競争 新設高等学校（丹後地域）校舎整備工事（機械設備工事） 管工事 府内 54,472,000 97.5%

316 教育庁 管理課 一般競争 府立久御山高等学校特別教室棟トイレ改修工事（建築工事） 建築一式工事 府内 33,311,300 90.3%

317 教育庁 管理課 一般競争 府立久御山高等学校特別教室棟トイレ改修工事（機械設備工事） 管工事 府内 20,215,800 90.4%

318 教育庁 管理課 一般競争 府立亀岡高等学校普通教室棟トイレ改修工事（建築工事） 建築一式工事 府内 14,326,400 89.9%

319 教育庁 管理課 一般競争 府立亀岡高等学校普通教室棟トイレ改修工事（機械設備工事） 管工事 府内 9,760,300 89.7%

320 教育庁 管理課 一般競争 府立山城高等学校ブロック塀撤去等工事（再） 建築一式工事 府内 18,711,000 89.6%

321 教育庁 管理課 一般競争 府立洛西高等学校教室棟トイレ改修工事（建築工事） 建築一式工事 府内 26,211,900 89.9%

322 教育庁 管理課 一般競争 府立洛西高等学校教室棟トイレ改修工事（機械設備工事） 管工事 府内 18,378,800 90.3%

323 教育庁 管理課 一般競争 府立東舞鶴高等学校教室棟トイレ改修工事（建築工事） 建築一式工事 府内 20,159,700 90.2%

324 教育庁 管理課 一般競争 府立東舞鶴高等学校教室棟トイレ改修工事（機械設備工事） 管工事 府内 12,334,300 89.8%
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28件 90.3%

325 教育庁 管理課 指名競争 府立洛北高等学校管理教室棟トイレ改修工事（電気設備工事） 電気工事 府内 5,518,800 89.8%

326 教育庁 管理課 指名競争 府立久御山高等学校特別教室棟トイレ改修工事（電気設備工事） 電気工事 府内 6,135,800 89.2%

327 教育庁 管理課 指名競争 府立桂高等学校食堂棟災害復旧工事 建築一式工事 府内 3,663,000 89.8%

328 教育庁 管理課 指名競争 府立莵道高等学校テニスコートフェンス災害復旧工事 建築一式工事 府内 7,286,400 89.4%

4件 89.6%

329 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　萬福寺法堂ほか４棟保存修理工事（法堂屋根工事） 屋根工事 府内 5 177,980,000 96.6%

330 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　北野天満宮廻廊ほか６棟保存修理工事（屋根工事） 屋根工事 府内 5 114,840,000 92.8%

331 教育庁 文化財保護課 一般競争
国宝・重要文化財　知恩院本堂及び集會堂ほか２棟保存修理工事（建築一式工
事）

建築一式工事 府内 21,455,280 92.0%

332 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　賀茂別雷神社楼門ほか８棟保存修理工事（屋根工事） 屋根工事 府内 5 99,198,000 96.5%

333 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　裏千家住宅保存修理工事（屋根工事） 屋根工事 府内 5 9,936,000 92.7%

334 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　萬福寺法堂ほか４棟保存修理工事（伽藍堂及び鐘楼土居葺工事） 屋根工事 府内 5 18,144,000 94.9%

335 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　裏千家住宅保存修理工事（建築一式工事） 建築一式工事 府内 32,868,000 93.7%

336 教育庁 文化財保護課 一般競争 国宝　清水寺本堂ほか８棟保存修理工事（釈迦堂塗装工事） 塗装工事(建築) 府外 5 38,698,000 94.5%

337 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　裏千家住宅保存修理工事（左官工事） 左官工事 府内 10,230,000 93.6%

338 教育庁 文化財保護課 一般競争 国宝　平等院鳳凰堂中堂保存修理工事（剥落止め工事） 塗装工事(建築) 府内 5 52,302,800 92.7%

339 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　大仙院書院保存修理工事（屋根工事） 屋根工事 府外 5 33,000,000 94.5%

11件 94.0%

340 教育庁 文化財保護課 指名競争 重要文化財　本隆寺本堂ほか２棟保存修理工事（本堂仮設工事）
その他とび・土工・コン
クリ工事

府内 5,022,000 94.2%
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341 教育庁 文化財保護課 指名競争 国宝　清水寺本堂ほか８棟保存修理工事（本堂左官工事） 左官工事 府内 7,315,000 94.0%

342 教育庁 文化財保護課 指名競争 重要文化財　裏千家住宅保存修理工事（屋根瓦工事） 屋根工事 府内 5,687,000 93.8%

343 教育庁 文化財保護課 指名競争 国宝　平等院鳳凰堂保存修理工事（左官工事） 左官工事 府内 5,060,000 92.2%

4件 93.5%

344 警察本部 会計課 一般競争 道路標示設置工事（北部・上半期） 塗装工事(土木) 府内 9,581,760 87.1%

345 警察本部 会計課 一般競争 道路標示設置工事（京都市内・上半期） 塗装工事(土木) 府内 13,157,640 87.4%

346 警察本部 会計課 一般競争 道路標示設置工事（南部・上半期） 塗装工事(土木) 府内 9,581,760 87.1%

347 警察本部 会計課 一般競争 固定灯火式大型標識修繕工事（北部）（３１－修単１） 電気工事 府内 2,472,120 88.0%

348 警察本部 会計課 一般競争 固定灯火式大型標識修繕工事（南部）（３１－修単２） 電気工事 府内 3,129,840 86.6%

349 警察本部 会計課 一般競争 宇治警察署他ブロック塀撤去等工事 建築一式工事 府内 11,512,800 89.2%

350 警察本部 会計課 一般競争 下鴨警察署別館屋根改修工事 建築一式工事 府内 9,817,200 89.4%

351 警察本部 会計課 一般競争 道路標示補修工事（補１） 塗装工事(土木) 府内 18,738,000 87.8%

352 警察本部 会計課 一般競争 北警察署屋上防水改修工事 防水工事 府内 10,894,400 89.6%

353 警察本部 会計課 一般競争 交通信号機等改修工事（３１－２） 電気工事 府内 19,290,700 88.4%

354 警察本部 会計課 一般競争 交通信号機改修工事（３１－３） 電気工事 府内 20,828,500 88.5%

11件 88.1%

355 警察本部 会計課 指名競争 運転免許試験場本館２F空調設備改修工事 管工事 府内 6,572,880 89.5%

356 警察本部 会計課 指名競争 エスコートゾーン設置工事（標協１） 塗装工事(土木) 府内 4,632,120 86.5%

2件 88.0%
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