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入札方式別発注案件(工事)一覧表【目次】

(令和３年８月１日～令和３年１１月３０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 環境管理課 一般競争 1 1

4 ～ 21 府営水道事務所 一般競争 18 1 ～ 2

22 ～ 25 一般競争 4 2

26 ～ 27 指名競争 2 2

28 文化スポーツ部 文化スポーツ施設課 一般競争 1 3
29 健康福祉部 医療課 一般競争 1 3

30 商工労働観光部 ものづくり振興課 一般競争 1 3

31 ～ 35 一般競争 5 3

36 ～ 37 指名競争 2 3

38 ～ 46 南丹広域振興局 一般競争 9 4

47 ～ 53 中丹広域振興局 一般競争 7 4 ～ 5

54 ～ 65 一般競争 12 5

66 ～ 67 指名競争 2 5 ～ 6

68 ～ 69 水産事務所 一般競争 2 6

70 ～ 83 住宅課 一般競争 14 6 ～ 7

84 ～ 100 一般競争 17 7 ～ 8

101 指名競争 1 8

102 随意契約 1 8

103 ～ 110 一般競争 8 8 ～ 9

111 ～ 113 指名競争 3 9

114 ～ 143 山城北土木事務所 一般競争 30 9 ～ 11

144 ～ 164 一般競争 21 11 ～ 12

165 指名競争 1 12

166 随意契約 1 12

167 ～ 234 一般競争 68 13 ～ 17

235 随意契約 1 17

236 ～ 267 一般競争 32 17 ～ 19

268 随意契約 1 19

269 ～ 301 中丹西土木事務所 一般競争 33 19 ～ 21

302 ～ 347 一般競争 46 21 ～ 24

348 随意契約 1 24

349 ～ 375 流域下水道事務所 一般競争 27 24 ～ 26

376 ～ 384
商工労働観光部･建設
交通部 港湾局 一般競争 9 26 ～ 27

385 ～ 401 一般競争 17 27 ～ 28

402 ～ 404 指名競争 3 28

405 ～ 417 一般競争 13 28 ～ 29

418 ～ 423 指名競争 6 29

424 随意契約 1 29

425 ～ 446 一般競争 22 30 ～ 31

447 ～ 448 指名競争 2 31

449 ～ 451 随意契約 3 31

警察本部 会計課

整理番号 発注機関名 ページ

京都土木事務所

山城広域振興局

公営企業管理事務所

府民環境部

丹後広域振興局

農林水産部

管理課

乙訓土木事務所

建設交通部
山城南土木事務所

南丹土木事務所

中丹東土木事務所

丹後土木事務所

教育庁

文化財保護課



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 政策企画部
南丹広域振興局
（地域連携・振興部）

一般競争 京都府亀岡総合庁舎（別館）屋上防水改修工事 建築一式 府内 31,795,500 90.1%

1件 90.1%

2 総務部 府有資産活用課 指名競争 京都府庁西別館火災受信機更新工事 消防施設 府内 4,895,000 89.7%

1件 89.7%

3 府民環境部 環境管理課 一般競争 放射線測定所（吉坂・倉梯）新築工事 建築一式 府内 16,091,900 89.0%

1件 89.0%

4 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 木津浄水場ろ過池機械設備修繕工事 機械器具設置 府外 4 3,740,000 95.1%

5 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 宇治浄水場沈殿池撹拌装置修繕工事 機械器具設置 府外 4 11,660,000 94.1%

6 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 減圧弁・安全弁修繕工事 機械器具設置 府外 4 23,265,000 94.8%

7 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 木津浄水場受配電設備修繕工事 電気 府外 4 12,100,000 94.9%

8 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 乙訓浄水場薬品注入設備修繕工事 機械器具設置 府外 4 16,885,000 94.9%

9 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 木津浄水場中央監視制御装置修繕工事 電気 府外 4 3,476,000 94.9%

10 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 乙訓浄水場水位計更新工事 電気 府内 12,772,100 88.8%

11 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 府外 4 22,880,000 94.3%

12 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 宇治浄水場脱水機関係機器修繕工事 機械器具設置 府外 4 41,250,000 94.8%

13 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５) 土木一式 府内 51,857,300 89.0%
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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

14 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 宇治浄水場高度処理施設修繕工事 機械器具設置 府外 4 154,000,000 91.7%

15 府民環境部 府営水道事務所 一般競争
宇治浄水場・広域浄水センター・久御山広域ポンプ場中央監視制御装置修繕工
事

電気 府外 4 4,290,000 94.1%

16 府民環境部 府営水道事務所 一般競争
乙訓浄水場水質計器更新工事、分水施設水質計器更新工事、木津浄水場水質
計器更新工事

電気 府内 16,704,600 89.7%

17 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 木津浄水場建築設備等更新工事 電気 府内 33,348,700 90.3%

18 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 木津浄水場導水ポンプ設備更新工事 機械器具設置 府外 4 156,530,000 90.7%

19 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 久御山広域ポンプ場薬品注入設備修繕工事 機械器具設置 府外 4 7,920,000 94.1%

20 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 分水施設流量調節弁更新工事 機械器具設置 府外 4 10,670,000 94.2%

21 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 分水施設電磁流量計更新工事 電気 府内 16,871,800 90.0%

18件 92.8%

22 府民環境部 公営企業管理事務所 一般競争 取水ポンプ修繕工事 機械器具設置 府外 4 26,400,000 97.9%

23 府民環境部 公営企業管理事務所 一般競争 フロキュレーター修繕工事 機械器具設置 府外 4 12,045,000 95.9%

24 府民環境部 公営企業管理事務所 一般競争 大野発電所電灯設備更新工事 電気 府内 9,145,400 89.5%

25 府民環境部 公営企業管理事務所 一般競争
大野発電所水車軸受改良等（水潤滑化）工事・大野発電所発電機オーバーホー
ル等工事

機械器具設置 府外 4 410,300,000 93.6%

4件 94.2%

26 府民環境部 公営企業管理事務所 指名競争 太鼓山風力発電所撤去工事（その６） 土木一式 府内 7,202,800 86.7%

27 府民環境部 公営企業管理事務所 指名競争 大野発電所排気ファン更新工事 管 府内 2,444,200 89.6%
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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

2件 88.2%

28 文化スポーツ部 文化スポーツ施設課 指名競争 京都府立ゼミナールハウス本館建具及び第１号ゼミ室便所等改修工事 建築一式 府内 6,164,400 89.5%

1件 89.5%

29 健康福祉部 医療課 一般競争 京都府立洛南病院霊安室他移設工事 建築一式 府内 11,712,800 89.2%

1件 89.2%

30 商工労働観光部 ものづくり振興課 一般競争 けいはんなオープンイノベーションセンター(KICK)自動火災報知設備改修工事 消防施設 府内 41,880,300 98.0%

1件 98.0%

31 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川口地区管理橋及びゲート更新工事 鋼構造物 府外 1 11,880,000 99.5%

32 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川口地区電気設備改修工事 電気 府内 25,828,000 100.0%

33 農林水産部
山城広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和3年度治山事業（奥地保安林保全緊急対策）設計第1－1号他 土木一式 府内 22,117,700 88.0%

34 農林水産部
山城広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和３年度府営農業競争力強化基盤整備事業湯屋谷地区茶園整備工事 土木一式 府内 39,603,300 88.7%

35 農林水産部
山城広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和3年度治山事業（予防治山）設計第1号他 土木一式 府内 57,206,600 88.9%

5件 93.0%

36 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 府内 3,934,700 87.5%

37 農林水産部
山城広域振興局
（農林商工部）

指名競争 令和３年度府営農村地域防災減災事業川口地区揚水機場改修土木工事 土木一式 府内 7,700,000 95.6%

2件 91.5%
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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
(税込)

落札率

38 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　大保池地区堤体改修工事 土木一式 府内 34,768,800 88.3%

39 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（林地荒廃防止）設計第２－２号及び令和３年度流木等流
出防止対策事業設計第２－１号

土木一式 府内 28,168,800 88.4%

40 農林水産部
南丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和３年度治山事業（奥地保安林保全緊急対策）設計第２号 土木一式 府内 13,054,800 87.4%

41 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　段ノ池地区その３工事 土木一式 府内 45,809,500 89.6%

42 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　廻り池地区仮設工事 土木一式 府内 9,594,200 88.0%

43 農林水産部
南丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和３年度治山事業（水源の里保全緊急整備）設計第１号　他 土木一式 府内 74,990,300 89.2%

44 農林水産部
南丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和３年度治山事業（林地荒廃防止）設計第１号　他 土木一式 府内 48,571,600 88.8%

45 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　昭和池地区笑路進入路改良工事 土木一式 府内 21,384,000 88.1%

46 農林水産部
南丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和３年度保安林危険木捕捉事業設計第２－４号 土木一式 府内 22,709,500 88.0%

9件 88.4%

47 農林水産部
中丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度府営農地中間管理機構関連農地整備事業下位田地区ほ場整備１工
区工事

土木一式 府内 48,752,000 88.9%

48 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小代呂池地区ため池改修工事（その１） 土木一式 府内 25,118,500 88.1%

49 農林水産部
中丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度府営農業水路等長寿命化・防災減災事業豊富用水路地区水路改修
工事（その１）

土木一式 府内 34,252,900 88.6%

50 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（緊急予防治山）設計第１号他 土木一式 府内 54,275,100 88.9%

51 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（林地荒廃防止）設計第２号他 土木一式 府内 63,708,700 89.2%

52 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（復旧治山）設計第２号他 土木一式 府内 46,889,700 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
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53 農林水産部
中丹広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和３年度府営農業競争力強化農地整備事業川北地区ほ場整備工事（その６） 土木一式 府内 34,016,400 88.7%

7件 88.8%

54 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和３年度治山事業（林地荒廃防止）設計第４号　他 土木一式 府内 56,650,000 98.5%

55 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度治山事業（予防治山）設計第３号及び令和３年度森林管理アクセス
整備事業設計第４－５号

土木一式 府内 40,917,800 88.6%

56 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度治山事業（予防治山）設計第４号及び令和３年度森林管理アクセス
整備事業設計第４－６号

土木一式 府内 27,472,500 88.2%

57 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度治山事業（林地荒廃防止）設計第３号及び令和３年度森林管理アク
セス整備事業設計第４－７号

土木一式 府内 36,382,500 88.5%

58 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度府営農業競争力強化基盤整備事業上宇川地区ほ場整備２工区工事
その２

土木一式 府内 73,649,400 90.5%

59 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度府営農業競争力強化基盤整備事業上宇川地区ほ場整備２工区工事
その１

土木一式 府内 46,594,900 88.8%

60 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和３年度治山事業（水源の里保全緊急整備）設計第２号　他 土木一式 府内 34,810,600 88.1%

61 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度府営農業競争力強化農地整備事業平田地区ほ場整備２工区工事そ
の１

土木一式 府内 82,280,000 89.3%

62 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争 令和３年度京都府単費自然災害防止事業設計第４－１号 土木一式 府内 9,636,000 87.2%

63 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度府営農業競争力強化基盤整備事業上宇川地区ほ場整備２工区工事
その４

土木一式 府内 34,149,500 88.5%

64 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度府営農業競争力強化基盤整備事業上宇川地区ほ場整備２工区工事
その５

土木一式 府内 36,010,700 88.6%

65 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

一般競争
令和３年度府営農業競争力強化農地整備事業平田地区ほ場整備２工区工事そ
の２

土木一式 府内 64,418,200 89.6%

12件 89.5%

66 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

指名競争 令和３年度府営農業競争力強化基盤整備事業女布地区暗渠排水工事 土木一式 府内 5,058,900 88.1%
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67 農林水産部
丹後広域振興局
（農林商工部）

指名競争 令和３年度丹後農業実践型学舎芋野団地・鳥取団地整備工事 土木一式 府内 4,275,700 87.2%

2件 87.6%

68 農林水産部 水産事務所 一般競争 令和３年度中浜漁港整備工事（３機保第１の１号） 土木一式 府内 48,009,500 88.9%

69 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２）（３機保第２の２号） 土木一式 府内 63,769,200 89.0%

2件 89.0%

70 建設交通部 住宅課 一般競争
府営住宅朝来西団地（第３４号棟・第３５号棟）低層集約型改善工事（電気設備
工事）

電気 府内 15,783,900 89.5%

71 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅四辻団地（第２号棟）外壁改修工事 建築一式 府内 28,358,000 89.9%

72 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅洛西竹の里団地（第２号棟・第３号棟）電気容量改修工事 電気 府内 43,868,000 91.2%

73 建設交通部 住宅課 一般競争
府営住宅朝来西団地（第３４号棟・第３５号棟）低層集約型改善工事（機械設備
工事）

管 府内 17,596,700 89.8%

74 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅石田団地（第４号棟・第５号棟）外壁改修工事 建築一式 府内 34,193,500 90.0%

75 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅朝来西団地（第３４号棟・第３５号棟）低層集約型改善工事（建築工事） 建築一式 府内 116,380,000 93.1%

76 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅洛西西境谷団地（第３号棟・第６号棟）電気容量改修工事 電気 府内 50,138,000 91.8%

77 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）昇降機設備工事 機械器具設置 府外 4 11,770,000 92.1%

78 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅上野団地（第３号棟・第４号棟）外壁改修工事 建築一式 府内 48,158,000 91.9%

79 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）建築工事 建築一式 府内 80,990,800 90.7%

80 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅後野団地外壁改修工事 建築一式 府内 28,160,000 90.0%
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81 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅芥子谷団地解体除却工事（その１） 解体 府内 87,340,000 92.5%

82 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅小谷が丘団地外壁改修工事 建築一式 府内 25,201,000 89.8%

83 建設交通部 住宅課 一般競争 府営住宅芥子谷団地解体除却工事（その２） 解体 府内 90,897,400 92.2%

14件 91.0%

84 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 管内一円（鞍馬川他）府民協働型インフラ保全工事　他４件 土木一式 府内 84,448,100 89.3%

85 建設交通部 京都土木事務所 一般競争
鴨川大規模特定河川工事（京３大規模（河川）第１０５１号の１の１）鴨川大規模
特定河川工事

土木一式 府内 176,433,400 90.2%

86 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 管内一円（猪ノ谷川）総合流域防災・砂防（防災安全補正）工事 土木一式 府内 28,927,800 88.7%

87 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 桂川広域河川改修（防災・安全）工事　他２件 土木一式 府内 29,332,600 88.0%

88 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 鴨川緊急浚渫推進（河川）工事 土木一式 府内 43,903,200 89.5%

89 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 管内一円（細野川）河川一般単独災害復旧工事　他 土木一式 府内 20,147,600 87.6%

90 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 管内一円（鴨川）令和３年発生土木災害復旧工事　他 土木一式 府内 41,235,700 88.5%

91 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 管内一円（桂川）府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 59,170,100 89.0%

92 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 管内一円（細野川）府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 40,934,300 89.7%

93 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 鴨川公園公共都市公園施設整備（防災・安全）工事 舗装 府内 66,779,900 89.1%

94 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 管内一円（高野川）令和３年発生土木災害復旧工事　他 土木一式 府内 46,420,000 88.7%

95 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 西高瀬川緊急自然災害防止対策（河川）工事　他 土木一式 府内 41,893,500 89.0%
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96 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 管内一円臨時生活関連施設整備（都市）（臨時）工事　他 解体 府内 6,120,400 89.1%

97 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 管内一円（地蔵谷川）総合流域防災・砂防（防災安全補正）工事　他２件 土木一式 府内 20,111,300 88.7%

98 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 管内一円総合流域防災・情報基盤（砂防）整備（防災安全補正）工事　他 電気通信 府内 16,633,100 89.1%

99 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 管内一円（御室川）令和３年発生土木災害復旧工事 土木一式 府内 19,857,200 87.8%

100 建設交通部 京都土木事務所 一般競争 管内一円（中津川）総合流域防災・砂防（防災安全補正）工事 土木一式 府内 24,114,200 88.8%

17件 88.9%

101 建設交通部 京都土木事務所 指名競争 管内一円（羽束師運動広場）臨時生活関連施設整備工事 土木一式 府内 4,715,700 86.6%

1件 86.6%

102 建設交通部 京都土木事務所 随意契約 管内一円（鴨川）一般単独災害復旧工事 土木一式 府内 8,910,000 93.8%

1件 93.8%

103 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 北川事業間連携砂防等（砂防）工事（乙２連携砂（砂防）第１７９３号の１の２）他 土木一式 府内 79,546,500 89.3%

104 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 坂川通常砂防（防災安全）工事　他 舗装 府内 42,121,200 88.5%

105 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 管内一円（伏見柳谷高槻線他）防災・安全交付金（交安）（補正）工事　他 舗装 府内 36,341,800 88.1%

106 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 管内一円（柳谷島本線）防災・安全交付金（緊防）（加速化対策）工事　他 電気通信 府内 19,585,500 88.7%

107 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 管内一円（伏見向日線）府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 21,088,100 88.0%

108 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争
管内一円（小畑川他）総合流域防災・情報基盤（砂防）整備（防災安全補正）工
事　他

電気通信 府内 7,268,800 89.2%
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109 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 管内一円（西京高槻線）防災・安全交付金（交安）（加速化対策）　他 舗装 府内 26,964,300 87.8%

110 建設交通部 乙訓土木事務所 一般競争 奥海印寺納所線　防災・安全交付金（交安）工事 舗装 府内 9,769,100 86.8%

8件 88.3%

111 建設交通部 乙訓土木事務所 指名競争 管内一円　道路緊急安全確保小規模改良（構造物）工事 電気 府内 4,996,200 86.0%

112 建設交通部 乙訓土木事務所 指名競争 御陵山崎線無電柱化推進補助（街路）工事 土木一式 府内 5,383,400 87.1%

113 建設交通部 乙訓土木事務所 指名競争 管内一円（落合橋）橋りょう維持修繕工事 電気 府内 3,771,900 85.9%

3件 86.3%

114 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 山城総合運動公園都市公園等災害復旧工事　他 電気通信 府外 4 109,758,000 75.5%

115 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 府内 95,473,400 89.3%

116 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 府内 107,960,600 90.0%

117 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 山城総合運動公園城陽線橋りょう新設改良工事 土木一式 府内 77,493,900 88.8%

118 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　他 土木一式 府内 69,654,200 88.9%

119 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 山城総合運動公園城陽線（城陽橋）橋りょう新設改良工事 土木一式 府内 75,991,300 88.7%

120 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 山城総合運動公園城陽線橋りょう新設改良工事 土木一式 府内 64,313,700 88.6%

121 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 府内 102,976,500 89.8%

122 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（改築）工事　他 土木一式 府内 71,461,500 88.7%
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123 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）（補正）工事 舗装 府外 3 156,937,000 79.9%

124 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 東海自然歩道公共東海自然歩道整備工事（西ノ山公衆便所） 建築一式 府内 27,822,300 90.3%

125 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 城陽宇治線防災・安全交付金（交安）工事　他 土木一式 府内 39,594,500 88.5%

126 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（街路）工事　他 土木一式 府内 48,934,600 88.6%

127 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 長谷川　緊急浚渫（河川）工事 土木一式 府内 13,532,200 89.3%

128 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（補正）工事　他 土木一式 府内 22,787,600 91.2%

129 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 養老谷川緊急自然災害防止対策（砂防）工事　他 土木一式 府内 54,392,800 89.1%

130 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 管内一円（宇治田原山手線）道路新設改良受託２（道建分）工事 舗装 府内 43,078,200 88.7%

131 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 八幡宇治線　道路緊急安全確保小規模改良（交安）工事 土木一式 府内 18,103,800 87.8%

132 建設交通部 山城北土木事務所 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　他 塗装(土木) 府内 13,520,100 87.4%

133 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 大谷川　公共施設適正管理（河川）工事 土木一式 府内 15,981,900 87.8%

134 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 山城総合運動公園城陽線（城陽橋）橋りょう新設改良工事　他 土木一式 府外 1 329,459,900 90.9%

135 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 八幡木津線防災・安全交付金（交安）工事　他 土木一式 府内 30,928,700 88.3%

136 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 管内一円（宇治淀線）府民協働型インフラ保全工事　他 舗装 府内 19,347,900 87.3%

137 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 管内一円総合流域防災・砂防（防災安全補正）工事 土木一式 府内 26,613,400 88.8%

138 建設交通部 山城北土木事務所 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　他 舗装 府内 36,421,000 88.5%
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139 建設交通部 山城北土木事務所 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　他 交通安全施設 府内 16,502,200 87.6%

140 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 管内一円（玉川）総合流域防災・砂防（防災安全補正）工事 土木一式 府内 19,201,600 89.7%

141 建設交通部 山城北土木事務所 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　他 交通安全施設 府内 26,873,000 88.1%

142 建設交通部 山城北土木事務所 一般競争 宇治木屋線（宇治田原山手線）道路新設改良工事　他 土木一式 府内 35,388,100 88.6%

143 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（防災安全補正）工事 土木一式 府内 29,262,200 89.5%

30件 88.1%

144 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 管内一円（和束隧道）　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 電気 府内 19,217,000 87.3%

145 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 赤田川　総合流域防災・統合河川（加速化１級・防災安全）工事 土木一式 府内 28,735,300 88.4%

146 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 管内一円（木津信楽線）　防災・安全交付金（緊防）（加速化対策）工事 電気通信 府内 42,537,000 89.2%

147 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 管内一円（笠置公園線他）　府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 12,235,300 86.6%

148 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争
関西文化学術研究都市記念公園　公共都市公園施設整備（防災・安全）工事
他

土木一式 府内 33,732,600 88.5%

149 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 木津信楽線　広域連携交付金（自転車）工事 舗装 府内 34,158,300 87.8%

150 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 上野南山城線　広域連携交付金（自転車）工事　他 舗装 府内 34,645,600 88.1%

151 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 木津信楽線　広域連携交付金（自転車）工事 舗装 府内 45,215,500 88.4%

152 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 門前川　事業間連携砂防等（砂防）工事　他 土木一式 府内 80,171,300 89.2%

153 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 舗装 府内 17,644,000 87.4%
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154 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）　府民協働型インフラ保全工事 舗装 府内 21,461,000 87.4%

155 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（緊急対策）工事 土木一式 府内 49,833,300 88.1%

156 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（緊急対策）工事 土木一式 府内 36,786,200 88.6%

157 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 管内一円　砂防施設長寿命化推進工事 土木一式 府内 10,961,500 87.3%

158 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 管内一円（木津加茂線）　橋りょう維持修繕工事　他 土木一式 府内 37,079,900 88.6%

159 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（交安）工事　他 土木一式 府内 60,898,200 88.9%

160 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 枚方山城線（開橋）　道路メンテナンス（橋修）工事　他 土木一式 府内 130,917,600 89.1%

161 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 切山　地すべり対策（防災安全補正）工事　他 土木一式 府内 21,342,200 88.0%

162 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 天理加茂木津線　防災・安全交付金工事 土木一式 府内 18,113,700 91.8%

163 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 大井手川　大規模特定河川工事　他 土木一式 府内 106,460,200 89.2%

164 建設交通部 山城南土木事務所 一般競争 木津信楽線　緊急防災工事　他 土木一式 府内 15,730,000 87.8%

21件 88.4%

165 建設交通部 山城南土木事務所 指名競争 煤谷川　令和３年発生土木災害復旧工事（４０１） 土木一式 府内 3,342,900 87.0%

1件 87.0%

166 建設交通部 山城南土木事務所 随意契約 高田東鳴川線　臨時生活関連施設整備工事 土木一式 府内 10,171,700 95.0%

1件 95.0%
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167 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（園部平屋線他）防災・安全交付金（交安）（加速化対策）工事　他 塗装(土木) 府内 32,033,100 87.9%

168 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 枚方亀岡線防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事 土木一式 府内 36,664,100 88.3%

169 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（緊急対策）工事 土木一式 府内 62,329,300 89.0%

170 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 綾部宮島線防災・安全交付金工事　他 土木一式 府内 74,240,100 89.1%

171 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（亀岡園部線他）防災・安全交付金（交安）（加速化対策）工事　他 塗装(土木) 府内 27,179,900 87.7%

172 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 法貴谷川広域河川改修（加速化１級・防災安全）工事 土木一式 府内 71,570,400 89.5%

173 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 千々川広域河川改修（加速化１級・防災安全）工事　他 土木一式 府内 94,355,800 90.0%

174 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（交安）（加速化対策）工事　他 塗装(土木) 府内 28,490,000 87.8%

175 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　他 塗装(土木) 府内 28,582,400 87.8%

176 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 七谷川広域河川改修（加速化１級・防災安全）工事 土木一式 府内 105,188,600 90.2%

177 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 七谷川広域河川改修（加速化１級・防災安全）工事 土木一式 府内 63,820,900 89.8%

178 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 七谷川広域河川改修（加速化１級・防災安全）工事 土木一式 府内 66,016,500 89.8%

179 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 七谷川広域河川改修（加速化１級・防災安全）工事 土木一式 府内 68,547,600 89.9%

180 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 桂川（園部）広域河川改修（加速化１級・防災安全）工事 土木一式 府内 24,928,200 89.0%

181 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 清源寺谷川土砂災害対策（砂防）工事 土木一式 府内 20,659,100 88.9%

182 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 府内 42,996,800 88.3%
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183 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 園部川（瑠璃渓）総合流域防災・砂防（防災安全）工事　他 土木一式 府内 43,707,400 88.7%

184 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 法貴谷川広域河川改修（加速化１級・防災安全）工事 土木一式 府内 44,633,600 88.8%

185 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　他 土木一式 府内 47,919,300 88.9%

186 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　他 土木一式 府内 20,675,600 88.0%

187 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 綾部美山線（横谷橋）橋りょう耐震化対策推進工事 解体 府内 28,584,600 87.4%

188 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（郷ノ口余部線）府民協働型インフラ保全工事 舗装 府内 15,460,500 87.3%

189 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 本梅川緊急自然災害防止対策（河川）工事　他 土木一式 府内 37,855,400 89.1%

190 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 高屋川総合流域防災・統合河川（防災・安全）工事　他 土木一式 府内 13,556,400 87.7%

191 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円防災機器更新工事　他 電気通信 府内 19,371,000 89.0%

192 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 京丹波三和線避難円滑化モデル実証工事　他 土木一式 府内 26,834,500 88.2%

193 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 宮前千歳線道路緊急安全確保小規模改良（交安）工事　他 土木一式 府内 27,363,600 88.2%

194 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（緊急対策）工事　他 土木一式 府内 34,657,700 88.6%

195 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）防災・安全交付金（緊急対策）工事 土木一式 府内 51,342,500 88.7%

196 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 法貴谷川広域河川改修（加速化１級・防災安全）工事 土木一式 府内 33,814,000 88.5%

197 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 七谷川大規模特定河川工事　他 土木一式 府内 82,670,500 90.0%

198 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　他 舗装 府外 3 91,943,500 79.2%
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199 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 園部能勢線防災・安全交付金（交安）工事　他 土木一式 府内 14,792,800 87.7%

200 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）防災・安全交付金（緊急対策）工事　他 土木一式 府内 22,875,600 88.3%

201 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（園部川他）府民協働型インフラ保全工事 土木一式 府内 14,043,700 87.5%

202 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（園部平屋線他）道路維持管理工事 電気通信 府内 3,278,000 88.3%

203 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 園部平屋線道路緊急安全確保小規模改良（交安）工事　他 土木一式 府内 18,069,700 88.0%

204 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 高屋川緊急浚渫推進（河川）工事　他 土木一式 府内 19,137,800 91.5%

205 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（知見谷川）府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 30,910,000 88.5%

206 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 田原川緊急自然災害防止対策（河川）工事 土木一式 府内 31,029,900 88.4%

207 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）道路メンテナンス（橋修）工事 舗装 府内 38,725,500 88.2%

208 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（世木高橋他）道路メンテナンス（橋修）工事　他 土木一式 府内 57,213,200 87.3%

209 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（高屋川他）府民協働型インフラ保全工事 土木一式 府内 13,866,600 87.6%

210 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 京都広河原美山線土砂災害対策道路補助（補正）工事 土木一式 府内 15,184,400 87.7%

211 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 園部平屋線地方道路交付金工事 土木一式 府内 17,439,400 87.9%

212 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（土師川）府民協働型インフラ保全工事 土木一式 府内 20,961,600 87.6%

213 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 園部川緊急浚渫推進（河川）工事　他 土木一式 府内 26,884,000 91.9%

214 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 上和知川緊急自然災害防止対策（河川）工事 土木一式 府内 26,448,400 88.5%
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215 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 園部能勢線防災・安全交付金（交安）工事 土木一式 府内 38,931,200 88.6%

216 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 枚方亀岡線防災・安全交付金（交安）工事　他 土木一式 府内 37,873,000 88.5%

217 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（鵜ノ川）府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 19,438,100 88.9%

218 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（上和知川他）府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 17,108,300 87.7%

219 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（年谷川）府民協働型インフラ保全工事 土木一式 府内 23,196,800 89.2%

220 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 犬飼川緊急浚渫推進（河川）工事　他 土木一式 府内 33,523,600 89.4%

221 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（知見谷川他）府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 19,526,100 87.7%

222 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 菖蒲谷川通常砂防（防災安全補正）工事 土木一式 府内 22,665,500 88.2%

223 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 須知川緊急浚渫推進（河川）工事　他 土木一式 府内 15,570,500 91.2%

224 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 京都広河原美山線地域道路改良工事　他 舗装 府内 10,092,500 86.8%

225 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 権現谷川砂防施設長寿命化推進工事　他 土木一式 府内 11,336,600 87.3%

226 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 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 府内 11,795,300 87.3%

227 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 亀岡園部線幹線道路改良工事　他 土木一式 府内 13,545,400 87.7%

228 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（高屋川）府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 14,699,300 88.6%

229 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 桂川（園部）緊急浚渫推進（河川）工事　他 土木一式 府内 63,356,700 91.9%

230 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（国道４７７号）府民協働型インフラ保全工事 舗装 府内 11,243,100 87.0%
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231 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（国道４７７号他）府民協働型インフラ保全工事 舗装 府内 20,939,600 87.5%

232 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（枚方亀岡線他）地域振興道路工事　他 舗装 府内 21,555,600 87.4%

233 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 桂川（亀岡）緊急浚渫推進（河川）工事　他 土木一式 府内 37,031,500 89.6%

234 建設交通部 南丹土木事務所 一般競争 管内一円（豊田富田線他）府民協働型インフラ保全工事 舗装 府内 9,469,900 86.9%

68件 88.4%

235 建設交通部 南丹土木事務所 随意契約 八原田上弓削線緊急防災工事 土木一式 府内 8,395,200 93.8%

1件 93.8%

236 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（加速化対策）工事 土木一式 府内 90,352,900 89.2%

237 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 小浜綾部線　防災・安全交付金（雪寒）工事 土木一式 府内 57,549,800 88.8%

238 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 万願寺川支渓　通常砂防（防災安全）工事　他 土木一式 府内 82,259,100 89.8%

239 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 府内 45,620,300 88.6%

240 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 大丹生　緊急自然災害防止対策 土木一式 府内 34,320,000 88.2%

241 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（上杉和知線）　電源立地地域対策交付金工事 土木一式 府内 49,871,800 88.9%

242 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 小倉西舞鶴線　地方道路交付金（加速化対策）工事　他 土木一式 府内 41,164,200 88.6%

243 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 小浜綾部線　防災・安全交付金工事 土木一式 府内 29,136,800 88.6%

244 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（千歳急傾斜地他）　府民協働型インフラ保全工事 土木一式 府内 13,406,800 87.6%
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245 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 上林川　緊急浚渫推進（河川）工事　他 土木一式 府内 27,061,100 88.0%

246 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 犀川　緊急浚渫推進（河川）工事　他 土木一式 府内 27,667,200 89.5%

247 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（舞鶴管内）　総合流域防災・砂防（防災安全補正）工事 土木一式 府内 30,853,900 89.3%

248 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（綾部管内）　総合流域防災・砂防（防災安全補正）工事 土木一式 府内 30,969,400 89.4%

249 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（上杉和知線）電源立地地域対策交付金工事 土木一式 府内 13,225,300 87.7%

250 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 府内 26,106,300 88.5%

251 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）電源立地地域対策交付金工事 土木一式 府内 31,012,300 88.0%

252 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（西方寺岡田由里線）府民協働型インフラ保全工事　他 舗装 府内 15,263,600 87.4%

253 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（加速化対策）工事 土木一式 府内 18,185,200 88.2%

254 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 国道１７５号　地方道路交付金（緊急対策）工事 土木一式 府内 20,396,200 88.0%

255 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（国道１７５号他）府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 20,561,200 87.9%

256 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 田井中田線　土砂災害対策道路補助工事　他 土木一式 府内 36,559,600 88.4%

257 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 由良金ヶ岬上福井線　地域道路改良工事　他 土木一式 府内 38,559,400 88.5%

258 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 伊佐津川　緊急浚渫推進（河川）工事　他 土木一式 府内 52,240,100 88.6%

259 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 小浜綾部線　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事　他 土木一式 府内 10,457,700 86.9%

260 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）　府民協働型インフラ保全工事　他 舗装 府内 18,524,000 87.5%
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261 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（岡田下橋）道路メンテナンス（橋修）工事 塗装(土木) 府内 41,695,500 87.6%

262 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 与保呂川　地域振興河川工事 土木一式 府内 16,086,400 87.8%

263 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 府内 105,158,900 89.3%

264 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（田井中田線）電源立地地域対策交付金工事 舗装 府内 13,801,700 87.2%

265 建設交通部 中丹東土木事務所 一般競争 管内一円（岡田下橋）道路メンテナンス（橋修）工事 塗装(土木) 府内 41,226,900 87.6%

266 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 舗装 府内 14,961,100 87.7%

267 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 府内 58,619,000 88.6%

32件 88.3%

268 建設交通部 中丹東土木事務所 随意契約 小浜綾部線　道路維持修繕工事 土木一式 府内 5,572,600 93.8%

1件 93.8%

269 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 小坂青垣線　地方道路交付金（加速化対策）工事　他 土木一式 府内 72,215,000 89.3%

270 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 山東大江線　道路災害防除工事　他 土木一式 府内 78,584,000 88.5%

271 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 牧川　広域河川改修（重要インフラ・防安）工事　他 土木一式 府内 83,015,900 90.4%

272 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 府内 72,715,500 89.0%

273 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 綾部大江宮津線（大雲橋）　道路メンテナンス（橋修）工事 土木一式 府内 92,836,700 88.7%

274 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 宮川　広域河川改修（重要インフラ・防安）工事　他 土木一式 府内 44,385,000 88.9%
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275 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（国道１７５号他）地域振興道路工事　他 塗装(土木) 府内 13,019,600 86.9%

276 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円　防災機器更新工事　他 電気通信 府内 4,334,000 89.2%

277 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（桑村雲原線他）　地域振興道路工事　他 舗装 府内 21,406,000 87.5%

278 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 綾部大江線　地域道路改良工事　他 土木一式 府内 35,205,500 88.4%

279 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 府内 57,790,700 89.1%

280 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（竹田川他）　府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 38,701,300 88.7%

281 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 府内 72,430,600 89.1%

282 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（相長川ほか）　府民協働型インフラ保全工事 土木一式 府内 22,325,600 88.1%

283 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（国道１７６号他）　府民協働型インフラ保全工事　他 塗装(土木) 府内 11,993,300 86.8%

284 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（灰谷川ほか）　総合流域防災・砂防（防災安全補正）工事　他 土木一式 府内 19,322,600 89.5%

285 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（横尾川ほか）　総合流域防災・砂防（防災安全補正）工事　他 土木一式 府内 20,531,500 88.3%

286 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（国道１７６号他）　府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 10,551,200 87.3%

287 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 深山川　総合流域防災・砂防（防災安全）工事 土木一式 府内 17,683,600 87.8%

288 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 舞鶴福知山線　防災・安全交付金（交安）工事 土木一式 府内 24,571,800 88.4%

289 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 府内 10,796,500 89.1%

290 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 国道１７６号　防災・安全交付金（雪寒）（緊急対策）工事　他 土木一式 府内 16,684,800 87.8%
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291 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 宮川　緊急浚渫推進（河川）工事　他 土木一式 府内 19,657,000 89.8%

292 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（交安）工事　他 土木一式 府内 25,217,500 88.1%

293 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（八重坂橋他）　道路メンテナンス（橋修）工事　他 土木一式 府内 72,257,900 87.5%

294 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（和久川）　府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 16,461,500 88.4%

295 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円　防災機器更新工事　他 電気通信 府内 32,470,900 89.4%

296 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（ハトカイ川ほか）　総合流域防災・砂防（防災安全補正）工事　他 土木一式 府内 13,560,800 88.4%

297 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（湯下川ほか）　総合流域防災・砂防（防災安全）工事　他 土木一式 府内 17,553,800 88.9%

298 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 福知山綾部線　防災・安全交付金（交安）工事　他 土木一式 府内 37,749,800 88.4%

299 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 管内一円（山東大江線他）　府民協働型インフラ保全工事 土木一式 府内 14,868,700 87.8%

300 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 大谷川支川　通常砂防（防災安全補正）工事　他 土木一式 府内 15,283,400 87.4%

301 建設交通部 中丹西土木事務所 一般競争 弘法川　地域防災対策（緊急河川整備）工事　他 電気通信 府内 27,149,100 88.8%

33件 88.5%

302 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（国道４８２号）地域振興道路工事　他 舗装 府内 16,412,000 87.2%

303 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 土木一式 府内 45,228,700 88.8%

304 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（国道１７６号）　地域振興道路工事 舗装 府内 11,729,300 87.1%

305 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（国道４８２号）　地域振興道路工事 舗装 府内 14,429,800 87.1%
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306 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 土木一式 府内 47,116,300 88.8%

307 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 土木一式 府内 86,576,600 89.3%

308 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（馬地川他）　府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 26,347,200 89.1%

309 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）工事 舗装 府内 16,891,600 87.1%

310 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 野田川　緊急浚渫（河川）工事　他 土木一式 府内 35,470,600 90.6%

311 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 大手川　緊急浚渫（河川）工事　他 土木一式 府内 22,121,000 89.4%

312 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　他 塗装(土木) 府内 34,399,200 88.0%

313 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　他 土木一式 府外 1 79,966,700 89.1%

314 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円　防災機器更新工事　他 電気通信 府内 12,617,000 89.1%

315 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 掛津峰山線　広域連携交付金（改築）工事　他 土木一式 府内 53,687,700 90.9%

316 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号　広域幹線アクセス道路整備工事　他 土木一式 府内 13,745,600 90.2%

317 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 土木一式 府内 106,961,800 89.3%

318 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 亀島　砂防施設長寿命化推進工事　他 土木一式 府内 9,786,700 87.0%

319 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 木津川　緊急自然災害防止対策（河川）工事 土木一式 府内 15,486,900 88.1%

320 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 土木一式 府内 134,187,900 89.5%

321 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　他 土木一式 府内 144,017,500 89.6%
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322 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（網野岩滝線）地域振興道路工事　他 舗装 府内 12,899,700 87.2%

323 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 川上谷川　総合流域防災・統合河川（防災・安全）工事　他 土木一式 府内 72,660,500 88.2%

324 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 土木一式 府内 75,507,300 89.1%

325 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 田井大垣自転車道線　自転車走行環境整備工事　他 土木一式 府内 11,721,600 87.6%

326 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）工事　他 土木一式 府内 16,639,700 87.7%

327 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（香河川他）　府民協働型インフラ保全工事　他 土木一式 府内 15,412,100 90.1%

328 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（国道３１２号長岡大橋）道路メンテナンス（橋修）工事　他 土木一式 府内 42,499,600 87.5%

329 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 土木一式 府内 157,080,000 98.0%

330 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７８号　民安関連道路（改築）工事　他 土木一式 府内 177,815,000 89.7%

331 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（網野岩滝線他）府民協働型インフラ保全工事 塗装(土木) 府内 10,337,800 86.4%

332 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 土木一式 府内 74,388,600 88.7%

333 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（竹野川）　臨時生活関連施設整備工事　他 土木一式 府内 10,725,000 87.9%

334 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（久美谷川他）　府民協働型インフラ保全工事 土木一式 府内 12,870,000 87.9%

335 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（常吉川）　臨時生活関連施設整備工事　他 土木一式 府内 14,616,800 87.1%

336 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（国道３１２号長岡大橋）道路メンテナンス（橋修）工事　他 塗装(土木) 府内 51,869,400 88.1%

337 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 国道１７６号　防災・防雪対策（緊自債）工事　他 土木一式 府内 12,636,800 87.5%
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338 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 舗装 府内 14,164,700 87.2%

339 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（加悦奥川）　臨時生活関連施設整備工事　他 土木一式 府内 9,604,100 87.4%

340 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 管内一円（大宮岩滝線）令和３年発生土木災害復旧工事 土木一式 府内 12,678,600 88.0%

341 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 土木一式 府内 32,200,300 89.1%

342 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 小西川　大規模特定河川工事　他 土木一式 府内 41,072,900 88.8%

343 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 天の橋立線　無電柱化推進補助工事　他 土木一式 府内 70,064,500 88.6%

344 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 天橋立公園　臨時生活関連公園施設整備工事　他 土木一式 府内 12,019,700 87.7%

345 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 明田京丹後大宮停車場線　防災・安全交付金（交安）工事　他 土木一式 府内 77,257,400 88.9%

346 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）　地域道路改良工事　他 土木一式 府内 24,844,600 89.0%

347 建設交通部 丹後土木事務所 一般競争 大宮岩滝線　防災・安全交付金（雪寒）工事 土木一式 府内 24,821,500 88.1%

46件 88.6%

348 建設交通部 丹後土木事務所 随意契約 国道１７８号緊急防災工事 土木一式 府内 29,619,700 95.0%

1件 95.0%

349 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（水処理機械設備） 機械器具設置 府外 4 97,350,000 98.8%

350 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（第２迂回路整備工事） 舗装 府内 14,452,900 88.1%

351 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）その１ 機械器具設置 府外 4 31,680,000 97.5%
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352 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（Ｂ系消化タンクエレベーター棟
他外壁塗装及び屋上防水）

建築一式 府内 18,373,300 89.6%

353 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（分配槽施設電気設備） 電気 府内 223,300,000 93.5%

354 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（場内計装電気設備その２） 電気 府内 18,739,600 88.6%

355 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（分配槽施設機械設備） 機械器具設置 府外 4 249,700,000 98.5%

356 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（脱水機電気設備更新） 電気 府内 422,400,000 94.5%

357 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（中央監視制御装置、受変電、運
転操作等）

電気 府内 49,500,000 95.6%

358 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争
宮津湾流域下水道宮津湾浄化センター他修繕工事（中央監視制御・運転操作
設備等電気設備）

電気 府内 74,140,000 93.7%

359 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（汚泥濃縮・消化機械設備） 機械器具設置 府外 4 96,910,000 95.0%

360 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（汚泥濃度計電気設備） 電気 府内 15,494,600 89.1%

361 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（監視制御・運転操作等電気
設備）

電気 府内 102,300,000 93.8%

362 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（脱水機機械設備更新） 機械器具設置 府外 4 261,800,000 95.7%

363 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（Ｎｏ．４汚水ポンプ機械設備） 機械器具設置 府外 4 150,920,000 96.3%

364 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（No.1卵形消化タンク機械設
備）

機械器具設置 府外 4 187,000,000 94.5%

365 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（沈砂池機械設備） 機械器具設置 府外 4 33,000,000 94.4%

366 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（水処理導水渠） 土木一式 府内 361,075,000 90.5%

367 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争
木津川上流流域下水道木津川上流浄化センター建設工事（水処理施設上部利
用建築機械）

管 府内 17,457,000 90.0%

25



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

368 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争
木津川上流流域下水道木津川上流浄化センター建設工事（水処理施設上部利
用建築電気）

電気 府内 18,146,700 89.5%

369 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・乾燥機械設備） 機械器具設置 府外 4 112,530,000 94.8%

370 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争
木津川上流流域下水道木津川上流浄化センター建設工事（水処理施設上部利
用建築）

建築一式 府内 151,080,600 94.3%

371 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（計装設備） 電気 府内 37,147,000 89.7%

372 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－２・３接続施設管
渠）

土木一式 府内 284,130,000 90.1%

373 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（井水ろ過設備） 機械器具設置 府外 4 75,680,000 90.3%

374 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（汚泥焼却機械設備） 機械器具設置 府外 4 75,900,000 96.4%

375 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）その２ 機械器具設置 府外 4 61,050,000 99.9%

27件 93.4%

376
商工労働観光部
・建設交通部

港湾局 一般競争 地方港湾宮津港　海岸施設老朽化対策工事　他 土木一式 府内 15,601,300 87.9%

377
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　港湾侵食対策工事　他 土木一式 府内 27,911,400 88.9%

378
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）（補正）工事　他 舗装 府内 29,329,300 88.3%

379
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　他 土木一式 府内 11,548,900 87.7%

380
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　国際クルーズ旅客受入機能高度化工事　他 建築一式 府内 145,860,000 91.6%

381
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　他 土木一式 府内 41,319,300 89.3%

382
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　他 土木一式 府内 19,017,900 87.4%
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383
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　港湾統合補助工事　他 土木一式 府内 35,449,700 88.5%

384
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 舗装 府内 15,420,900 87.4%

9件 88.6%

385 教育庁 管理課 一般競争 府立東宇治高等学校教室棟トイレ改修工事（機械設備工事） 管 府内 22,481,800 90.0%

386 教育庁 管理課 一般競争 府立東宇治高等学校教室棟トイレ改修工事（建築工事） 建築一式 府内 30,657,000 89.8%

387 教育庁 管理課 一般競争 府立桂高等学校ボイラー改修工事 管 府内 13,028,400 90.0%

388 教育庁 管理課 一般競争 府立福知山高等学校教室棟長寿命化（大規模）改修工事（電気設備工事） 電気 府内 56,848,000 91.4%

389 教育庁 管理課 一般競争 府立洛西高等学校給水配管改修工事（再） 管 府内 58,259,300 91.1%

390 教育庁 管理課 一般競争 府立福知山高等学校教室棟長寿命化（大規模）改修工事（機械設備工事） 管 府内 214,341,600 95.8%

391 教育庁 管理課 一般競争 府立福知山高等学校教室棟長寿命化（大規模）改修工事（建築工事） 建築一式 府内 222,640,000 91.3%

392 教育庁 管理課 一般競争 府立洛水高等学校体育館屋根長寿命化改修工事 防水 府内 51,953,000 96.0%

393 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空調設備改修工事 管 府内 92,840,000 91.6%

394 教育庁 管理課 一般競争 府立西城陽高等学校暖房設備改修工事（電気設備工事） 電気 府内 34,140,700 90.3%

395 教育庁 管理課 一般競争 府立西城陽高等学校暖房設備改修工事（機械設備工事） 管 府内 85,583,300 97.9%

396 教育庁 管理課 一般競争 府立嵯峨野高等学校空調改修工事（機械設備工事） 管 府内 85,075,100 94.5%

397 教育庁 管理課 一般競争 府立西乙訓高等学校フェンス改修工事 建築一式 府内 23,951,400 89.7%
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398 教育庁 管理課 一般競争 新設特別支援学校（井手地区）関連整備工事（厨房機器設備工事） 管 府内 25,060,200 90.5%

399 教育庁 管理課 一般競争 新設特別支援学校（井手地区）関連整備工事（町道３号線道路工事） 舗装 府内 22,925,100 87.8%

400 教育庁 管理課 一般競争 府立南丹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 府内 23,557,600 90.2%

401 教育庁 管理課 一般競争 府立南丹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 府内 35,692,800 90.0%

17件 91.6%

402 教育庁 管理課 指名競争 府立東宇治高等学校教室棟トイレ改修工事（電気設備工事） 電気 府内 5,484,600 88.4%

403 教育庁 管理課 指名競争 府立嵯峨野高等学校空調改修工事（電気設備工事） 電気 府内 7,480,000 96.9%

404 教育庁 管理課 指名競争 府立南丹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 府内 7,849,600 88.9%

3件 91.4%

405 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（左官工事） 左官 府内 21,065,000 94.1%

406 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（建築一式工事） 建築一式 府内 37,257,000 91.5%

407 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（塗装工事） 塗装(建築) 府内 5 69,828,000 94.6%

408 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（建築一式工事） 建築一式 府内 126,500,000 97.2%

409 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　本隆寺本堂ほか２棟保存修理工事（本堂土居葺工事） 屋根 府内 5 32,340,000 94.1%

410 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　東福寺常楽庵客殿ほか２棟保存修理工事（仮設工事）
その他とび・土
工・コンクリ

府内 18,700,000 93.2%

411 教育庁 文化財保護課 一般競争 国宝・重要文化財　広隆寺桂宮院本堂及び講堂保存修理工事（講堂仮設工事）
その他とび・土
工・コンクリ

府内 26,180,000 93.7%
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412 教育庁 文化財保護課 一般競争 国宝　本願寺阿弥陀堂ほか３棟保存修理工事（阿弥陀堂表具工事） 内装仕上 府内 5 40,026,800 91.3%

413 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（建築一式工事） 建築一式 府内 29,678,000 92.0%

414 教育庁 文化財保護課 一般競争
重要文化財　真宗本廟東本願寺阿弥陀堂門ほか２棟保存修理工事（阿弥陀堂
門屋根工事）

屋根 府内 5 82,500,000 98.5%

415 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　石清水八幡宮摂社狩尾社本殿保存修理工事（仮設工事）
その他とび・土
工・コンクリ

府内 15,246,000 95.0%

416 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　平野神社本殿（２棟）保存修理工事（屋根工事） 屋根 府内 5 94,050,000 98.5%

417 教育庁 文化財保護課 一般競争 重要文化財　清風荘正門ほか２棟保存修理工事（建築一式工事） 建築一式 府内 10,142,000 90.0%

13件 94.1%

418 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（本堂石工事） 石工事 府内 2,629,000 91.6%

419 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（本堂表具工事） 内装仕上 府内 5 3,208,700 90.0%

420 教育庁 文化財保護課 指名競争 国宝　大徳寺方丈及び玄関ほか３棟保存修理工事（左官工事） 左官 府内 3,481,500 92.0%

421 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（本堂左官工事） 左官 府内 4,950,000 91.6%

422 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（本堂金具工事） 板金 府内 5 4,477,000 93.1%

423 教育庁 文化財保護課 指名競争 重要文化財　良正院本堂及び表門保存修理工事（錺金物修理工事） 板金 府内 5 5,060,000 92.7%

6件 91.9%

424 教育庁 文化財保護課 随意契約
重要文化材聴竹居（旧藤井厚二自邸）茶室ほか２棟保存修理工事（家具修理工
事）

内装仕上 府内 3,740,000 89.5%

1件 89.5%
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425 警察本部 会計課 一般競争 道路標示補修工事（補１） 塗装(土木) 府内 9,630,500 87.0%

426 警察本部 会計課 一般競争 道路標示補修工事（補２） 塗装(土木) 府内 13,384,800 87.4%

427 警察本部 会計課 一般競争 京都府宇治警察署車倉庫棟他解体工事 解体 府内 22,814,000 89.4%

428 警察本部 会計課 一般競争 交通信号機改修等工事（３－協１） 電気 府内 17,582,400 88.4%

429 警察本部 会計課 一般競争 京都府警察本部元別館外壁等解体工事 解体 府内 160,380,000 90.7%

430 警察本部 会計課 一般競争 北警察署冷温水発生機更新工事 管 府内 19,140,000 90.2%

431 警察本部 会計課 一般競争 交通信号機改修等工事（３－協２） 電気 府内 10,839,400 88.2%

432 警察本部 会計課 一般競争 道路標示設置工事（南部・下半期） 塗装(土木) 府内 9,270,800 87.0%

433 警察本部 会計課 一般競争 道路標示設置工事（北部・下半期） 塗装(土木) 府内 12,078,000 87.3%

434 警察本部 会計課 一般競争 道路標示設置工事（京都市内・下半期） 塗装(土木) 府内 12,086,800 87.3%

435 警察本部 会計課 一般競争 綾部警察署上林駐在所新築工事 建築一式 府内 45,650,000 94.8%

436 警察本部 会計課 一般競争 交通信号機改修工事（３－協３） 電気通信 府外 4 24,900,700 92.7%

437 警察本部 会計課 一般競争 中京警察署富小路交番（仮称）新築工事 建築一式 府内 37,532,000 95.0%

438 警察本部 会計課 一般競争 下鴨警察署府立大学前交番（仮称）新築工事 建築一式 府内 46,695,000 94.8%

439 警察本部 会計課 一般競争 集中３可変灯火式可変標識取替工事（３－協４） 電気 府内 9,638,200 89.4%

440 警察本部 会計課 一般競争 情報収集提供装置整備等工事（３－６） 電気 府内 9,472,100 87.4%
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441 警察本部 会計課 一般競争 道路標示補修工事（標協１） 塗装(土木) 府内 27,280,000 99.9%

442 警察本部 会計課 一般競争 １１０番指令センター機器搬入口整備工事 建築一式 府内 12,371,700 89.1%

443 警察本部 会計課 一般競争 交通信号機改修工事（３－７） 電気 府内 62,320,500 89.8%

444 警察本部 会計課 一般競争 道路標示補修工事（標協２） 塗装(土木) 府内 16,408,700 87.6%

445 警察本部 会計課 一般競争 交通信号機改良及び改修工事（３－８） 電気 府内 35,282,500 89.1%

446 警察本部 会計課 一般競争 綾部警察署フェンス設置等工事 建築一式 府内 15,810,300 88.7%

22件 90.1%

447 警察本部 会計課 指名競争 固定反射式大型標識撤去等工事（３－整備計画３） 交通安全施設 府内 4,129,400 87.6%

448 警察本部 会計課 指名競争 固定灯火式大型標識等撤去工事（３－協５） 電気 府内 3,998,500 86.4%

2件 87.0%

449 警察本部 会計課 随意契約 運転免許試験場学科試験室空調設備更新工事 管 府外 7,150,000 95.6%

450 警察本部 会計課 随意契約 下京警察署中央監視盤更新工事 電気 府外 4,950,000 90.0%

451 警察本部 会計課 随意契約 伏見留置センター空調設備更新工事 管 府外 4,070,000 100.0%

3件 95.2%
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