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入札方式別発注案件(工事)一覧表【目次】

(令和3年4月１日～令和3年7月31日)

入札･契約方式
件数
(件)

1 総務部 府有資産活用課 一般競争 1 1
2 政策企画部 南丹広域振興局 一般競争 1 1
3 文化スポーツ施設課 一般競争 1 1
4 スポーツ振興課 随意契約 1 1
5 府立植物園 随意契約 1 1

6 ～ 8 一般競争 3 1

9 指名競争 1 1

10 ～ 12 公営企業管理事務所 一般競争 3 1 ～ 2

13 ～ 15 一般競争 3 2

16 指名競争 1 2

17 随意契約 1 2

18 ～ 23 一般競争 6 2

24 指名競争 1 2 ～ 3

25 ～ 31 中丹広域振興局 一般競争 7 3

32 ～ 35 丹後広域振興局 一般競争 4 3

36 京都林務事務所 一般競争 1 3

37 水産事務所 一般競争 1 3

38 ～ 44 住宅課 一般競争 7 4

45 ～ 51 一般競争 7 4

52 随意契約 1 4

53 ～ 58 一般競争 6 5

59 指名競争 1 5

60 ～ 102 一般競争 43 5 ～ 7

103 随意契約 1 7 ～ 8

104 ～ 125 一般競争 22 8 ～ 9

126 指名競争 1 9

127 ～ 175 一般競争 49 9 ～ 12

176 ～ 183 指名競争 8 12

184 ～ 216 中丹東土木事務所 一般競争 33 12 ～ 14

217 ～ 241 一般競争 25 14 ～ 16

242 ～ 243 指名競争 2 16

244 ～ 312 丹後土木事務所 一般競争 69 16 ～ 20

313 ～ 314 大野ダム総合管理事務所 一般競争 2 20

315 ～ 318 流域下水道事務所 一般競争 4 20

319 ～ 322 一般競争 4 20

323 随意契約 1 20

324 ～ 348 一般競争 25 20 ～ 22

349 ～ 352 指名競争 4 22

353 ～ 357 文化財保護課 一般競争 5 22

358 ～ 364 一般競争 7 23

365 ～ 368 指名競争 4 23
警察本部 会計課

管理課
教育庁

乙訓土木事務所

商工労働観光部･
建設交通部

港湾局

山城北土木事務所

建設交通部
山城南土木事務所

南丹土木事務所

中丹西土木事務所

整理番号 発注機関名 ページ

府営水道事務所

京都土木事務所

文化スポーツ部

府民環境部

山城広域振興局

南丹広域振興局
農林水産部



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
(税込)

落札率

1 総務部 府有資産活用課 一般競争 重要文化財京都府庁旧本館トイレ改修工事 建築一式工事 府内 84,150,000 92.4%

1件 92.4%

2 政策企画部
南丹広域振興局
（地域連携・振興部）

一般競争 京都府園部総合庁舎昇降機更新工事（再） 機械器具設置工事 府外 4 30,316,000 90.8%

1件 90.8%

3 文化スポーツ部 文化スポーツ施設課 一般競争 京都文化博物館防水等改修工事 建築一式工事 府内 66,097,900 90.3%

1件 90.3%

4 文化スポーツ部 スポーツ振興課 随意契約 京都府立京都スタジアム芝生部分張替工事 造園工事 府外 15,840,000 93.0%

1件 93.0%

5 文化スポーツ部 府立植物園 随意契約 京都府立植物園　温水２号ボイラー用バーナー整備 管工事 府内 7,246,800 100.0%

1件 100.0%

6 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 宇治系送水管路更新・耐震化工事(久御山接続その４) 土木一式工事 府内 55,606,100 89.1%

7 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 宇治浄水場薬品注入設備修繕工事 機械器具設置工事 府外 4 18,370,000 94.6%

8 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 乙訓浄水場ろ過池更正工事 機械器具設置工事 府外 4 4,400,000 91.6%

3件 91.8%

9 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 3,610,200 87.2%

1件 87.2%

10 府民環境部 公営企業管理事務所 一般競争
工業用水道施設更新・耐震化事業
 送水ポンプ室真空ポンプ更新工事

機械器具設置工事 府内 6,926,700 85.6%

11 府民環境部 公営企業管理事務所 一般競争 工業用水道施設更新・耐震化事業 長田野配水管路更新工事 土木一式工事 府内 47,774,100 89.0%
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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
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(税込)

落札率

12 府民環境部 公営企業管理事務所 一般競争 工業用水道施設更新・耐震化事業 処理水濁度計･pH計更新工事 電気工事 府内 4,280,100 89.3%

3件 88.0%

13 農林水産部
山城広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和２年度治山事業（奥地保安林保全緊急対策）（補正）
設計１－１号

土木一式工事 府内 18,693,400 87.7%

14 農林水産部
山城広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度府営農村地域防災減災事業吹前揚水機場２期地区
揚水ポンプ改修工事

機械器具設置工事 府外 4 54,450,000 97.1%

15 農林水産部
山城広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度府営基幹水利施設ストックマネジメント事業
木津用水地区取水ゲート修繕工事

鋼構造物工事 府内 4 12,078,000 92.2%

3件 92.3%

16 農林水産部
山城広域振興局
（農林商工部）

指名競争
令和３年度府営基幹水利施設ストックマネジメント事業
木津用水地区工事用道路工事

土木一式工事 府内 3,934,700 87.5%

1件 87.5%

17 農林水産部
山城広域振興局
（農林商工部）

随意契約
令和３年度府営農村地域防災減災事業　川口地区
　吸水槽改修その２工事

土木一式工事 府内 9,900,000 99.8%

1件 99.8%

18 農林水産部
南丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和２年度保安林危険木捕捉事業設計第２－１号 土木一式工事 府内 11,435,600 87.5%

19 農林水産部
南丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和２年度保安林危険木捕捉事業設計第２－３号 土木一式工事 府内 23,350,800 88.0%

20 農林水産部
南丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和２年度治山事業（復旧治山）（補正）設計第３号 土木一式工事 府内 35,506,900 88.4%

21 農林水産部
南丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和２年度治山事業（復旧治山）（補正）設計第２号 土木一式工事 府内 38,658,400 88.5%

22 農林水産部
南丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度府営農村地域防災減災事業
　口人地区口池改修工事（その１）

土木一式工事 府内 59,712,400 89.3%

23 農林水産部
南丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和２年度治山事業（復旧治山）（補正）設計第１号 土木一式工事 府内 55,348,700 88.8%

6件 88.4%

24 農林水産部
南丹広域振興局
（農林商工部）

指名競争 令和２年度保安林危険木捕捉事業設計第２－２号 土木一式工事 府内 5,437,300 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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類型
番号

契約金額
(税込)

落札率

1件 87.1%

25 農林水産部
中丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和２年度京都府単費自然災害防止事業（補正）設計第２号他 土木一式工事 府内 30,408,400 88.3%

26 農林水産部
中丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和２年度府営農業競争力強化農地整備事業川北地区
ほ場整備工事（その５）

土木一式工事 府内 59,758,600 89.1%

27 農林水産部
中丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和２年度治山事業（復旧治山）（補正）設計第４号 土木一式工事 府内 51,129,100 88.6%

28 農林水産部
中丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和２年度治山事業（緊急予防治山）（補正）設計第１号 土木一式工事 府内 29,405,200 88.2%

29 農林水産部
中丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和２年度治山事業（復旧治山）（補正）設計第５号他 土木一式工事 府内 36,430,900 88.4%

30 農林水産部
中丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度府営農村地域防災減災事業福知山（その２）地区
付帯工事

土木一式工事 府内 15,975,300 87.9%

31 農林水産部
中丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和３年度治山事業（予防治山）設計第２号 土木一式工事 府内 36,566,200 88.4%

7件 88.4%

32 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和２年度治山事業（緊急総合治山）（補正）設計第１号 土木一式工事 府内 24,152,700 88.0%

33 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和２年度治山事業（緊急予防治山）（補正）設計第２号 土木一式工事 府内 29,905,700 88.3%

34 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和２年度治山事業（緊急予防治山）（補正）設計第３号 土木一式工事 府内 66,091,300 89.1%

35 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和３年度府営農村地域防災減災事業菅地区ため池改修工事その１ 土木一式工事 府内 71,057,800 89.7%

4件 88.8%

36 農林水産部 京都林務事務所 一般競争 令和２年度治山事業（復旧治山）（補正）設計第８－１号 土木一式工事 府内 31,138,800 88.3%

1件 88.3%

37 農林水産部 水産事務所 一般競争 令和３年度舞鶴漁港整備工事（その１） 土木一式工事 府内 27,749,700 90.4%

1件 90.4%
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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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38 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅興戸団地（第１号棟・第２号棟）外壁改修工事 建築一式工事 府内 21,754,700 89.7%

39 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅上池田団地公共下水道接続工事 管工事 府内 15,821,300 89.8%

40 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅穴川団地（第５号棟・第６号棟）外壁改修工事 建築一式工事 府内 66,330,000 93.2%

41 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅北後藤団地水回り等全面改善工事（第Ⅱ期）電気設備工事 電気工事 府内 14,496,900 89.2%

42 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅北後藤団地水回り等全面改善工事（第Ⅱ期）機械設備工事 管工事 府内 37,358,200 90.4%

43 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅小栗栖西団地（第３１号棟）エレベーター棟増築工事 建築一式工事 府内 41,543,700 90.1%

44 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅小松が丘団地（第４号棟）外壁改修工事 建築一式工事 府内 35,021,800 90.0%

7件 90.3%

45 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 5,861,900 87.2%

46 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 9,181,700 87.0%

47 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 9,300,500 87.0%

48 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 9,656,900 87.0%

49 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 9,410,500 87.0%

50 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 草生川事業間連携砂防等（砂防）工事　他 土木一式工事 府内 124,017,300 89.7%

51 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 蛙ヶ谷川通常砂防（防災安全）工事　他 土木一式工事 府内 111,565,300 89.6%

7件 87.8%

52 建設交通部 京都土木事務所 随意契約 管内一円（御室川）河川一般単独災害復旧工事 土木一式工事 府内 7,444,800 94.6%

1件 94.6%
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53 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 11,080,300 86.4%

54 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 10,841,600 86.4%

55 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 9,000,200 86.0%

56 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
とび・土工・コンク
リート工事

府内 9,394,000 86.0%

57 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 4,503,400 86.0%

58 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 早稲田急傾斜地崩壊対策（防災安全補正）工事　他 土木一式工事 府内 72,460,300 89.0%

6件 86.6%

59 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 3,985,300 86.0%

1件 86.0%

60 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 管内一円（上狛城陽線他）地域振興道路工事　他 舗装工事 府内 13,561,900 87.1%

61 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 管内一円（宇治田原大石東線）府民協働型インフラ保全工事 舗装工事 府内 14,048,100 87.3%

62 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 96,353,400 89.9%

63 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 長尾八幡線幹線道路改良工事　他 舗装工事 府内 20,306,000 87.5%

64 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 管内一円防災機器更新工事　他 電気工事 府内 13,942,500 89.2%

65 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 管内一円（大津南郷宇治線他）地域振興道路工事 舗装工事 府内 13,475,000 87.3%

66 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（緊防）（緊急対策）工事　他 土木一式工事 府内 69,929,200 89.0%

67 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 八幡田辺線（下奈良）防災・安全交付金（街路）工事 土木一式工事 府内 29,243,500 88.4%

68 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 防賀川府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式工事 府内 28,230,400 88.9%
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69 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 向島宇治線地方道路交付金（補正）工事 土木一式工事 府内 55,456,500 88.8%

70 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号道路新設改良工事　他 土木一式工事 府内 108,790,000 91.1%

71 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（加速化１級・防災安全）工事 土木一式工事 府内 156,721,400 89.8%

72 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号（宇治田原山手線）道路新設改良（補正）工事 土木一式工事 府外 1 177,415,700 90.0%

73 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 中ノ谷川通常砂防（防災安全）工事　他 土木一式工事 府内 101,070,200 89.4%

74 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 京都守口線他道路維持修繕他（小修繕）工事 土木一式工事 府内 16,068,800 86.3%

75 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他（小修繕）工事　他 土木一式工事 府内 15,571,600 86.5%

76 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号他道路維持修繕他（小修繕）工事　他 土木一式工事 府内 13,653,200 86.2%

77 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他（小修繕）工事　他 土木一式工事 府内 12,815,000 86.2%

78 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 和束井手線他道路維持修繕他（小修繕）工事　他 土木一式工事 府内 12,567,500 86.5%

79 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号他道路維持修繕他（小修繕）工事　他 土木一式工事 府内 11,007,700 86.2%

80 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 宇治淀線他道路維持修繕他（小修繕）工事　他 土木一式工事 府内 10,943,900 86.2%

81 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他（小修繕）工事 舗装工事 府内 11,162,800 86.0%

82 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他（小修繕）工事 舗装工事 府内 11,132,000 86.0%

83 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他（小修繕）工事 舗装工事 府内 11,113,300 86.0%

84 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号他道路維持修繕他（小修繕）工事 舗装工事 府内 10,761,300 86.0%

85 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号他道路維持修繕他（小修繕）工事 交通安全施設工事 府内 12,890,900 86.0%

86 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他（小修繕）工事 しゅんせつ工事 府内 11,185,900 86.0%
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87 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他（小修繕）工事 交通安全施設工事 府内 11,104,500 86.0%

88 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号他道路維持修繕他（小修繕）工事 しゅんせつ工事 府内 11,096,800 86.0%

89 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他（小修繕）工事 電気工事 府内 3,843,400 86.0%

90 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号他道路維持修繕他（小修繕）工事 電気工事 府内 3,551,900 86.0%

91 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争
管内一円（城陽宇治線他）防災・安全交付金（交安）
（加速化対策）工事

交通安全施設工事 府内 18,879,300 87.3%

92 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）
（加速化対策）工事

交通安全施設工事 府内 17,746,300 87.3%

93 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争
管内一円（京都宇治線他）防災・安全交付金（交安）
（加速化対策）工事

交通安全施設工事 府内 15,378,000 87.1%

94 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 二尾木幡線土砂災害対策道路補助工事　他 土木一式工事 府内 71,645,200 89.2%

95 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争
管内一円（大津南郷宇治線他）防災・安全交付金（緊防）
（加速化対策）工事

電気通信工事 府内 25,199,900 89.3%

96 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 古川（淀川支川）広域河川改修（防災・安全）工事　他 土木一式工事 府外 1 141,328,000 89.6%

97 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号（宇治田原山手線）道路新設改良（補正）工事　他 土木一式工事 府内 102,846,700 89.4%

98 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 国道３０７号（宇治田原山手線）道路新設改良（補正）工事　他 土木一式工事 府内 101,017,400 89.4%

99 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 宇治淀線防災・安全交付金（交安）工事 土木一式工事 府内 31,696,500 88.2%

100 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 京都宇治線防災・安全交付金（交安）工事　他 土木一式工事 府内 14,430,900 87.5%

101 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 大津南郷宇治線防災・安全交付金（緊防）（加速化対策）工事 法面処理工事 府外 3 32,670,000 99.8%

102 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 和束井手線広域連携交付金（自転車）工事　他 舗装工事 府内 44,553,300 88.3%

43件 87.9%

103 建設交通部 山城北土木事務所 随意契約 古川（淀川支川）　地域振興河川工事　他1件 土木一式工事 府内 4,070,000 94.7%
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1件 94.7%

104 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 管内一円　府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式工事 府内 10,596,300 87.7%

105 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 管内一円（白砂川・杣田川）　府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式工事 府内 8,880,300 87.4%

106 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 宇治木屋線　道路新設改良工事　他 土木一式工事 府内 105,861,800 89.5%

107 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 管内一円（奈良加茂線他）　地域振興道路工事 舗装工事 府内 38,018,200 88.2%

108 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争
宇治木屋線（犬打峠）　道路新設改良工事
（犬打峠トンネル（仮称）（和束工区））他

土木一式工事 府外 2 3,055,800,000 92.0%

109 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 管内一円　府民協働型インフラ保全工事 舗装工事 府内 17,004,900 87.1%

110 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 木津信楽線・和束川他小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 8,135,600 86.1%

111 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 上野南山城線・山城谷川他小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 7,949,700 86.1%

112 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 管内一円小修繕（舗装）工事 舗装工事 府内 7,414,000 86.0%

113 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 天理加茂木津線・赤田川他小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 7,392,000 86.2%

114 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 国道１６３号（東部）他小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 6,620,900 86.1%

115 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 国道１６３号（西部）小修繕（土木）工事　他 土木一式工事 府内 6,350,300 86.2%

116 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 けいはんな記念公園木津線・山田川他小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 6,308,500 86.2%

117 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 笠置山添線・白砂川他小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 6,125,900 86.1%

118 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 八幡木津線・煤谷川他小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 6,022,500 86.1%

119 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 上狛城陽線・天神川他小修繕（土木）工事 土木一式工事 府内 5,381,200 86.2%

120 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）　地域振興道路工事　他 舗装工事 府内 15,566,100 87.0%

8



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
(税込)

落札率

121 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争
管内一円（生駒精華線）　防災・安全交付金（緊防）
（加速化対策）工事

電気工事 府内 41,529,400 88.2%

122 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争
管内一円（生駒精華線）　防災・安全交付金（緊防）
（加速化対策）工事

電気工事 府内 39,825,500 88.1%

123 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（緊防）（緊急対策）工事　他 土木一式工事 府内 81,866,400 89.1%

124 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 生駒精華線　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 電気通信工事 府内 74,377,600 88.1%

125 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（緊防）（加速化対策）工事 土木一式工事 府内 88,938,300 89.1%

22件 87.4%

126 建設交通部 山城南土木事務所 指名競争 管内一円　小修繕（照明）工事 電気工事 府内 6,191,900 86.0%

1件 86.0%

127 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 東所川広域河川改修（防災・安全）工事 鋼構造物工事 府外 1 53,020,000 89.6%

128 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 桧山須知線防災・安全交付金（交安）工事 土木一式工事 府内 37,962,100 88.5%

129 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 郷ノ口余部線（宇津根橋）大規模更新工事 電気工事 府内 27,560,500 87.7%

130 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 郷ノ口余部線（宇津根橋）大規模更新工事 舗装工事 府内 21,855,900 87.6%

131 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 柚原向日線地域道路改良工事　他 舗装工事 府内 21,257,500 87.4%

132 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（綾部宮島線）府民協働型インフラ保全工事 土木一式工事 府内 19,723,000 88.0%

133 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（桧山須知線他）府民協働型インフラ保全工事 舗装工事 府内 12,534,500 87.1%

134 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 丹波自然運動公園公共都市公園施設整備（広域連携）工事 土木一式工事 府内 76,715,100 89.4%

135 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
管内一円（木住トンネル）防災・安全交付金（緊防）
（緊急対策）工事

電気工事 府内 46,132,900 88.3%

136 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
管内一円（亀岡園部線）防災・安全交付金（交安）
（加速化対策）工事

舗装工事 府内 21,847,100 87.6%
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137 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
管内一円（国道４７７号）防災・安全交付金（交安）
（加速化対策）工事

舗装工事 府内 21,380,700 87.7%

138 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　他 土木一式工事 府内 24,284,700 94.0%

139 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　他 土木一式工事 府内 24,170,300 93.9%

140 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　他 土木一式工事 府内 23,991,000 94.0%

141 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 園部平屋線他道路維持修繕工事　他 土木一式工事 府内 21,893,300 86.3%

142 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　他 土木一式工事 府内 21,726,100 86.3%

143 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　他 土木一式工事 府内 19,547,000 86.2%

144 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　他 土木一式工事 府内 16,561,600 86.2%

145 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 篠原西一谷川事業間連携砂防等（砂防）工事　他 土木一式工事 府内 126,556,100 89.5%

146 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
管内一円（日吉京丹波線他）防災・安全交付金（交安）
（加速化対策）工事

舗装工事 府内 20,319,200 87.4%

147 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
管内一円（竹井室河原線）防災・安全交付金（交安）
（加速化対策）工事

舗装工事 府内 11,352,000 87.0%

148 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 大町谷川事業間連携砂防等（砂防）工事　他 土木一式工事 府内 104,688,100 89.7%

149 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 谷山川事業間連携砂防等（砂防）工事　他 土木一式工事 府内 104,535,200 90.4%

150 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 東所川広域河川改修（加速化１級・防災安全）工事 土木一式工事 府内 65,033,100 88.6%

151 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
管内一円（篠山京丹波線他）防災・安全交付金（交安）
（加速化対策）工事

舗装工事 府内 21,412,600 87.4%

152 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
管内一円（亀岡園部線）防災・安全交付金（交安）
（加速化対策）工事

舗装工事 府内 15,319,700 87.3%

153 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
管内一円（国道３７２号）防災・安全交付金（交安）
（加速化対策）工事

舗装工事 府内 44,878,900 88.4%

154 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　他 土木一式工事 府内 22,414,700 86.3%
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155 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　他 土木一式工事 府内 22,249,700 86.3%

156 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　他 土木一式工事 府内 22,185,900 86.3%

157 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　他 土木一式工事 府内 22,162,800 86.3%

158 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　他 土木一式工事 府内 22,093,500 86.3%

159 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　他 土木一式工事 府内 21,927,400 86.3%

160 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　他 土木一式工事 府内 21,862,500 86.3%

161 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）
（加速化対策）工事　他

土木一式工事 府内 54,623,800 88.8%

162 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
管内一円（園部平屋線）防災・安全交付金（交安）
（加速化対策）工事

舗装工事 府内 42,991,300 88.3%

163 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
管内一円（園部平屋線）防災・安全交付金（交安）
（加速化対策）工事

舗装工事 府内 19,624,000 87.5%

164 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
管内一円（天王亀岡線）防災・安全交付金（交安）
（加速化対策）工事

舗装工事 府内 21,362,000 87.7%

165 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（黒田橋他）道路メンテナンス（橋修）工事 土木一式工事 府内 70,231,700 87.8%

166 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
丹波自然運動公園公共都市公園施設整備（防災・安全）
（補正）工事

舗装工事 府内 33,542,300 88.5%

167 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 園部平屋線社会資本整備総合交付金（交安）工事　他 建築一式工事 府内 30,706,500 89.7%

168 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 丹波自然運動公園公共都市公園施設整備（防災・安全）工事 舗装工事 府内 24,150,500 88.2%

169 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（日吉京丹波線）地域道路改良工事 土木一式工事 府内 16,912,500 87.8%

170 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 豊中亀岡線防災・安全交付金（緊防）（加速化対策）工事 土木一式工事 府内 14,369,300 87.5%

171 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 桂川（亀岡）広域河川改修（加速化１級・防災安全）工事 土木一式工事 府内 89,117,600 89.4%

172 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（緊防）（加速化対策）工事　他 土木一式工事 府内 80,930,300 89.1%
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173 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 茨木亀岡線防災・安全交付金（緊防）（加速化対策）工事 土木一式工事 府内 50,791,400 88.8%

174 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争
国道４２３号（法貴バイパス）地方道路交付金
（加速化対策）工事　他

土木一式工事 府内 173,991,400 90.3%

175 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（加速化対策）工事 土木一式工事 府内 37,997,300 88.5%

49件 88.2%

176 建設交通部 南丹土木事務所 指名競争 管内一円（京都日吉美山線）地域振興道路工事 塗装工事(土木) 府内 4,336,200 86.0%

177 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 交通安全施設工事 府内 9,172,900 86.0%

178 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 5,449,400 86.0%

179 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 5,469,200 86.0%

180 建設交通部 南丹土木事務所 指名競争 園部平屋線他道路維持修繕工事 舗装工事 府内 5,449,400 86.0%

181 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 5,449,400 86.0%

182 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 5,274,500 86.0%

183 建設交通部 南丹土木事務所 指名競争
園部平屋線社会資本整備総合交付金（交安）
（加速化対策）工事

管工事 府内 6,160,000 89.5%

8件 86.4%

184 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）（緊急対策）工事 土木一式工事 府内 47,520,000 88.3%

185 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 小浜綾部線　地方道路交付金工事 土木一式工事 府外 1 154,061,600 89.8%

186 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 神崎海岸　高潮対策（防災・安全）工事　他 土木一式工事 府内 70,122,800 89.3%

187 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 18,111,500 86.2%

188 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 18,080,700 86.2%
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189 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 19,695,500 94.0%

190 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 15,969,800 86.2%

191 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 15,943,400 86.2%

192 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 15,940,100 86.2%

193 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 15,928,000 86.2%

194 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 9,568,900 86.0%

195 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 9,518,300 86.0%

196 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 9,468,800 86.0%

197 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 9,461,100 86.0%

198 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 9,454,500 86.0%

199 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 9,330,200 86.0%

200 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 5,673,800 86.0%

201 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 5,558,300 86.0%

202 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 綾部インター線（白瀬橋）道路メンテナンス（橋修）工事 土木一式工事 府内 177,705,000 89.8%

203 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 高野川　事業間連携河川工事 土木一式工事 府内 97,433,600 89.0%

204 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 志高西舞鶴線　防災・安全交付金（緊急対策）工事　他 土木一式工事 府内 43,644,700 88.8%

205 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 京都丹波高原国定公園　公共自然公園施設整備工事 土木一式工事 府内 11,941,600 87.6%

206 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 伊佐津川　総合流域防災・統合河川（防災・安全）工事 舗装工事 府内 10,741,500 87.1%
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207 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 志高西舞鶴線　防災・安全交付金（緊急対策）工事 土木一式工事 府外 1 114,400,000 97.9%

208 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 高野川　事業間連携河川工事　他 土木一式工事 府内 105,974,000 89.5%

209 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（舞鶴野原港高浜線）電源立地地域対策交付金工事 土木一式工事 府内 36,672,900 88.5%

210 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）
（加速化対策）工事　他

土木一式工事 府内 31,939,600 88.3%

211 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 舞鶴綾部福知山線　防災・安全交付金（交安）工事 土木一式工事 府内 25,031,600 88.2%

212 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　防災・安全交付金（緊防）
（加速化対策）工事　他

土木一式工事 府内 66,639,100 88.9%

213 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）（緊急対策）工事　他 土木一式工事 府内 61,589,000 88.9%

214 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（綾部大江線）　地域道路改良工事 土木一式工事 府内 13,709,300 87.8%

215 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 三宅川支渓　緊急自然災害防止対策（砂防）工事 土木一式工事 府内 13,207,700 87.6%

216 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 物部西舞鶴線　地域振興道路工事　他 舗装工事 府内 20,331,300 87.4%

33件 87.9%

217 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 弘法川　総合流域防災・統合河川（防災・安全）工事 土木一式工事 府内 107,666,900 90.0%

218 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 私市大江線　防災・安全交付金（交安）工事　他 土木一式工事 府内 79,625,700 89.1%

219 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 私市大江線　道路メンテナンス（橋修）工事　他 土木一式工事 府内 32,177,200 89.2%

220 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 市島和知線　地方道路交付金（加速化対策）工事　他 土木一式工事 府内 106,055,400 89.1%

221 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 法川　総合流域防災・統合河川（防災・安全）工事 土木一式工事 府内 85,580,000 94.8%

222 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　他 土木一式工事 府内 17,847,500 86.3%

223 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 18,260,000 90.0%
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224 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 17,273,300 86.0%

225 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 17,156,700 86.0%

226 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　他 土木一式工事 府内 18,282,000 93.0%

227 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 土木一式工事 府内 16,786,000 86.1%

228 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　他 土木一式工事 府内 18,040,000 94.8%

229 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　他 土木一式工事 府内 15,984,100 86.2%

230 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　他 土木一式工事 府内 16,500,000 90.7%

231 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　他 土木一式工事 府内 16,093,000 92.9%

232 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 国道１７５号　地方道路交付金（緊急対策）工事　他 土木一式工事 府内 85,391,900 89.2%

233 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（舞鶴福知山線）地域振興道路工事　他 舗装工事 府内 21,501,700 87.8%

234 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争
管内一円（登尾トンネル）　防災・安全交付金（緊防）
（緊急対策）工事

電気工事 府内 161,076,300 89.5%

235 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 市島和知線　土砂災害対策道路補助（補正）工事 土木一式工事 府内 39,245,800 88.4%

236 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争
管内一円（金屋トンネル）　防災・安全交付金（緊防）
（加速化対策）

電気工事 府内 60,557,200 88.6%

237 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争
国道１７６号（与謝トンネル）　道路メンテナンス（緊防）
工事　他

土木一式工事 府内 37,582,600 87.7%

238 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（国道４２６号）　府民協働型インフラ保全工事 土木一式工事 府内 23,689,600 87.9%

239 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争
管内一円（ゆずりトンネル）　防災・安全交付金（緊防）
（緊急対策）　他

電気工事 府内 39,862,900 88.1%

240 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 谷河川　特定緊急砂防工事　他 土木一式工事 府内 106,513,000 89.6%

241 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 上北谷川　事業間連携砂防等（砂防）工事　他 土木一式工事 府内 101,860,000 89.7%
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25件 89.2%

242 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 7,547,100 86.0%

243 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 6,116,000 86.0%

2件 86.0%

244 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 竹野川（鳥取川）　広域河川改修（防災・安全）工事 土木一式工事 府内 51,726,400 88.8%

245 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 竹野川（鳥取川）　広域河川改修（防災・安全）工事 土木一式工事 府内 49,111,700 88.8%

246 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 竹野川（鳥取川）　広域河川改修（防災・安全）工事　他１件 土木一式工事 府内 44,004,400 88.6%

247 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（国道１７８号）　臨時生活関連施設整備工事　他２件 土木一式工事 府内 25,730,100 88.3%

248 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）　府民協働型インフラ保全工事　他２件 舗装工事 府内 15,100,800 87.3%

249 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 平　緊急自然災害防止対策（急傾斜）工事　他２件 土木一式工事 府内 40,272,100 88.4%

250 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 上延利線　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他１件 土木一式工事 府内 30,251,100 88.3%

251 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（宮川他）　府民協働型インフラ保全工事　他２件 土木一式工事 府内 10,842,700 87.7%

252 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 シシ伏川　事業間連携砂防等（砂防）工事　他２件 土木一式工事 府内 88,904,200 89.8%

253 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（竹野川他）　府民協働型インフラ保全工事　他３件 土木一式工事 府内 40,877,100 89.2%

254 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 本庄上　急傾斜地崩壊対策（防災安全）工事　他１件 法面処理工事 府外 3 72,591,200 88.9%

255 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（国道１７８号）　防災・安全交付金（交安）
（補正）工事

舗装工事 府内 21,652,400 87.5%

256 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（国道１７８号）防災・安全交付金（交安）
（補正）工事

舗装工事 府内 21,169,500 87.5%

257 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（野田川）臨時生活関連施設整備工事　他１件 土木一式工事 府内 33,693,000 90.4%
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258 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（野田川）臨時生活関連施設整備工事　他１件 土木一式工事 府内 28,816,700 90.6%

259 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（国道３１２号他）　府民協働型インフラ保全工事
　他１件

土木一式工事 府内 15,125,000 87.7%

260 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　他合冊１件 土木一式工事 府内 14,295,600 86.1%

261 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　他合冊１件 土木一式工事 府内 14,295,600 86.1%

262 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　他合冊１件 土木一式工事 府内 14,295,600 86.1%

263 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　他合冊１件 土木一式工事 府内 14,295,600 86.1%

264 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　他合冊１件 土木一式工事 府内 14,295,600 86.1%

265 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　他合冊１件 土木一式工事 府内 14,295,600 86.1%

266 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　他合冊１件 土木一式工事 府内 14,272,500 86.1%

267 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　他合冊１件 土木一式工事 府内 14,272,500 86.1%

268 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　他合冊１件 土木一式工事 府内 14,272,500 86.1%

269 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　他合冊１件 土木一式工事 府内 14,272,500 86.1%

270 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 8,625,100 86.0%

271 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 8,598,700 86.0%

272 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 8,598,700 86.0%

273 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 8,594,300 86.0%

274 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 8,594,300 86.0%

275 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 8,561,300 86.0%
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276 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（福田川他）　府民協働型インフラ保全工事　他１件 土木一式工事 府内 39,980,600 88.3%

277 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（陣屋橋他）　道路メンテナンス（橋修）（補正）
工事　他１件

土木一式工事 府内 37,837,800 87.0%

278 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（国道３１２号他）　府民協働型インフラ保全工事 舗装工事 府内 10,216,800 86.8%

279 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）（加速化対策）工事
　他１件

土木一式工事 府内 68,218,700 88.8%

280 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号　土砂災害対策道路補助（補正）工事　他１件 土木一式工事 府内 63,311,600 88.8%

281 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（河梨川他）　府民協働型インフラ保全工事　他１件 土木一式工事 府内 42,907,700 88.4%

282 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（国道１７８号）防災・安全交付金（緊防）
（加速化対策）工事　他２件

電気工事 府内 75,526,000 88.5%

283 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（野田川他）　総合流域防災・砂防（防災安全補正）
工事　他１件

土木一式工事 府内 39,935,500 89.5%

284 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）　府民協働型インフラ保全工事 舗装工事 府内 8,977,100 86.9%

285 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 竹野川　広域河川改修（加速化２級・防災安全）工事 土木一式工事 府内 66,479,600 90.4%

286 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 竹野川　広域河川改修（加速化２級・防災安全）工事 土木一式工事 府内 61,938,800 90.2%

287 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 イガロ川　通常砂防（防災安全補正）工事 土木一式工事 府内 46,260,500 90.7%

288 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 府外 1 117,700,000 99.4%

289 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号　土砂災害対策道路補助工事　他２件 土木一式工事 府内 102,201,000 89.2%

290 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　他２件

土木一式工事 府内 47,513,400 88.6%

291 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 宮津養父線　地方道路交付金（加速化対策）工事 土木一式工事 府内 106,495,400 89.2%

292 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 福田川（新庄川）　広域河川改修（防災・安全）工事　他4件 土木一式工事 府内 35,442,000 88.2%

293 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（交安）工事 土木一式工事 府内 17,804,600 88.0%
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294 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道３１２号　地方道路交付金（加速化対策）工事 土木一式工事 府内 64,093,700 89.2%

295 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 長江　地すべり対策（防災安全補正）工事 法面処理工事 府外 3 53,764,700 88.8%

296 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号　地方道路交付金（加速化対策）工事　他１件 土木一式工事 府内 102,658,600 89.3%

297 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（国道１７８号）　防災・安全交付金（交安）
（加速化対策）工事

塗装工事(土木) 府内 29,440,400 87.8%

298 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（交安）工事　他２件 土木一式工事 府内 69,592,600 88.7%

299 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
国道１７８号（河梨トンネル）道路メンテナンス（緊防）
工事　他４件

土木一式工事 府内 37,374,700 87.8%

300 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 舞鶴宮津線　避難円滑化モデル実証工事　他３件 土木一式工事 府内 66,719,400 88.9%

301 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 目黒谷川　通常砂防（防災安全）工事　他２件 土木一式工事 府内 58,481,500 89.2%

302 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 加悦奥川　地域振興河川工事他２件 土木一式工事 府内 19,637,200 88.1%

303 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
管内一円（国道１７８号）　防災・安全交付金（緊防）
（加速化対策）工事　他１件

電気工事 府内 67,996,500 88.4%

304 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道３１２号　地方道路交付金（加速化対策）工事　他１件 土木一式工事 府内 30,736,200 88.5%

305 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（国道１７８号）　地域振興道路工事 舗装工事 府内 12,828,200 87.3%

306 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 浜丹後線（上野平バイパス）民安関連道路新設改良工事 土木一式工事 府内 107,250,000 89.6%

307 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 間人大宮線　民安関連道路新設改良工事　他２件 舗装工事 府内 80,327,500 88.9%

308 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 浜丹後線　民安関連道路新設改良工事 土木一式工事 府内 71,791,500 89.0%

309 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 上延利線　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事 土木一式工事 府内 57,719,200 88.8%

310 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 網野峰山線　防災・安全交付金（交安）工事　他１件 建築一式工事 府内 44,363,000 90.4%

311 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号　緊急防災工事　他１件 土木一式工事 府内 29,901,300 88.5%

19



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
(税込)

落札率

312 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争
加悦岩滝自転車道線　道路緊急安全確保小規模改良（交安）工事
　他１件

電気工事 府内 9,523,800 87.0%

69件 88.2%

313 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（防災・安全）工事
（放流警報設備更新）他

電気通信工事 府外 4 100,540,000 96.0%

314 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（加速化・防災安全）工事
（テレメータ設備更新）

電気通信工事 府外 4 137,500,000 96.8%

2件 96.4%

315 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建設工事
（電気棟電気設備工事）

電気工事 府内 973,500,000 93.0%

316 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　洛南浄化センター建設工事
（迂回路・バイパス放流渠）

土木一式工事 府内 106,026,800 89.2%

317 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 土木一式工事 府内 99,231,000 89.0%

318 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
（自家発電設備更新）

電気工事 府外 4 1,181,400,000 90.2%

4件 90.4%

319
商工労働観光部
・建設交通部

港湾局 一般競争 重要港湾舞鶴港　港湾機能高度化施設整備工事　他 土木一式工事 府内 68,059,200 89.0%

320
商工労働観光部
・建設交通部

港湾局 一般競争 管内一円　府民協働型インフラ保全工事 舗装工事 府内 9,303,800 87.0%

321
商工労働観光部
・建設交通部

港湾局 一般競争 地方港湾久美浜港　緊急自然災害防止対策（単独）工事 土木一式工事 府内 26,114,000 88.0%

322
商工労働観光部
・建設交通部

港湾局 一般競争 重要港湾舞鶴港　港湾統合補助（防災・安全）工事 舗装工事 府内 36,479,300 88.6%

4件 88.2%

323
商工労働観光部
・建設交通部

港湾局 随意契約 重要港湾舞鶴港　国庫債務負担行為港湾改修工事　他2件 鋼構造物工事 府外 1 343,596,000 100.0%

1件 100.0%

324 教育庁 管理課 一般競争 府立南陽高等学校フェンス改修工事 建築一式工事 府内 23,215,500 89.5%
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325 教育庁 管理課 一般競争 府立洛北高等学校空調改修工事 管工事 府内 13,610,300 90.1%

326 教育庁 管理課 一般競争 府立城陽支援学校自家発電設備更新工事 電気工事 府内 22,944,900 89.9%

327 教育庁 管理課 一般競争 府立鳥羽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 26,583,700 89.7%

328 教育庁 管理課 一般競争 府立鳥羽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 15,791,600 89.8%

329 教育庁 管理課 一般競争 府立与謝の海支援学校外壁改修工事 建築一式工事 府内 15,515,500 89.3%

330 教育庁 管理課 一般競争 府立北嵯峨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 34,868,900 90.0%

331 教育庁 管理課 一般競争 府立北嵯峨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 24,689,500 90.2%

332 教育庁 管理課 一般競争 府立加悦谷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 32,880,100 89.8%

333 教育庁 管理課 一般競争 府立加悦谷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 19,518,400 90.0%

334 教育庁 管理課 一般競争 府立桃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 18,609,800 89.4%

335 教育庁 管理課 一般競争 府立久美浜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 14,885,200 89.8%

336 教育庁 管理課 一般競争 府立久美浜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 21,399,400 89.5%

337 教育庁 管理課 一般競争 府立桃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 13,242,900 89.8%

338 教育庁 管理課 一般競争
府立京都八幡高等学校南キャンパス管理教室棟トイレ改修工事
（建築工事）

建築一式工事 府内 30,208,200 89.8%

339 教育庁 管理課 一般競争
府立京都八幡高等学校南キャンパス管理教室棟トイレ改修工事
（機械設備工事）

管工事 府内 20,816,400 90.1%

340 教育庁 管理課 一般競争 府立向陽高等学校管理教室棟トイレ改修工事（建築工事） 建築一式工事 府内 39,074,200 90.0%

341 教育庁 管理課 一般競争 府立向陽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 31,740,500 90.4%

342 教育庁 管理課 一般競争 府立向陽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 11,616,000 89.3%
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343 教育庁 管理課 一般競争 府立北桑田高等学校体育館屋根等長寿命化改修工事 建築一式工事 府内 35,348,500 89.8%

344 教育庁 管理課 一般競争 府立嵯峨野高等学校普通特別教室棟トイレ改修工事（建築工事） 建築一式工事 府内 34,482,800 90.0%

345 教育庁 管理課 一般競争 府立宮津高等学校管理棟トイレ改修工事（建築工事） 建築一式工事 府内 24,615,800 89.6%

346 教育庁 管理課 一般競争 府立宮津高等学校管理棟トイレ改修工事（機械設備工事） 管工事 府内 17,956,400 89.9%

347 教育庁 管理課 一般競争
府立嵯峨野高等学校普通特別教室棟トイレ改修工事
（機械設備工事）

管工事 府内 25,824,700 90.3%

348 教育庁 管理課 一般競争 府立東舞鶴高等学校体育館屋根等長寿命化改修工事（再） 建築一式工事 府内 138,380,000 90.8%

25件 89.9%

349 教育庁 管理課 指名競争 府立八幡支援学校交流スペース空調改修工事 管工事 府内 6,160,000 98.8%

350 教育庁 管理課 指名競争 府立丹波支援学校高架水槽更新工事 管工事 府内 5,685,900 89.3%

351 教育庁 管理課 指名競争
府立京都八幡高等学校南キャンパス管理教室棟トイレ改修工事
（電気設備工事）

電気工事 府内 6,516,400 88.7%

352 教育庁 管理課 指名競争
府立嵯峨野高等学校普通特別教室棟トイレ改修工事
（電気設備工事）

電気工事 府内 8,041,000 89.1%

4件 91.5%

353 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　聖護院書院保存修理工事（表具工事） 内装仕上工事 府内 5 40,667,000 90.9%

354 教育庁 文化財保護課 一般競争 国宝　妙法院庫裏保存修理工事（屋根工事） 屋根工事 府内 17,248,000 93.8%

355 教育庁 文化財保護課 一般競争 国宝　大徳寺方丈及び玄関ほか３棟保存修理工事（屋根工事） 屋根工事 府内 15,070,000 93.2%

356 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　雙栗神社本殿保存修理工事（屋根工事） 屋根工事 府内 5 49,500,000 92.3%

357 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　良正院本堂及び表門保存修理工事（表具工事） 内装仕上工事 府内 5 24,383,700 90.3%

5件 92.1%
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358 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 10,982,400 87.2%

359 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 16,251,400 87.6%

360 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 17,824,400 87.7%

361 警察本部 会計課 一般競争 京都府宇治警察署霊安室他改修工事 建築一式工事 府内 18,134,600 89.7%

362 警察本部 会計課 一般競争 元堀川警察署庁舎解体工事 解体工事 府内 75,680,000 90.1%

363 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)（３－修単１） 電気工事 府内 2,237,400 86.4%

364 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)（３－修単２） 電気工事 府内 2,277,000 86.4%

7件 87.8%

365 警察本部 会計課 指名競争 レーダー式速度違反自動取締装置等試掘工事 電気工事 府内 3,611,300 86.4%

366 警察本部 会計課 指名競争 ３可変灯火式可変標識修繕工事（３－修１） 電気工事 府内 5,747,500 88.4%

367 警察本部 会計課 指名競争 固定反射式大型標識更新等工事（３－整備計画１） 交通安全施設工事 府内 3,267,000 87.3%

368 警察本部 会計課 指名競争 固定灯火式大型標識撤去工事（３－整備計画２） 電気工事 府内 3,940,200 86.4%

4件 87.1%
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