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応札・応募者数

皇居西地区庭園管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
日本緑化土木株式会社
東京都品川区南品川一丁目５番３号

2010701007877 一般競争入札 （非公表） 28,750,067 - -

京都御所苑地整備その他工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

平成31年4月1日
株式会社鈴木庭園
京都府京都市右京区嵯峨苅分町１７
番地

4130001001063 一般競争入札 （非公表） 27,274,232 - -

京都御所まつ手入その他工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

平成31年4月1日
植彌加藤造園株式会社
京都府京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前
町４５番地

8130001006612 指名競争入札 （非公表） 28,706,606 - -

皇居東地区庭園管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月9日
株式会社山水園
東京都小平市御幸町３１６番地の２

1012701000367 一般競争入札 （非公表） 28,870,221 - -

修学院離宮まつ手入その他工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

平成31年4月10日
株式会社河原勝庭園
京都府京都市西京区松尾上ノ山町１
８番地

1130001008045 指名競争入札 （非公表） 29,385,469 - -

桂離宮まつ手入その他工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

平成31年4月12日
株式会社植治造園
京都府京都市西京区大枝西長町１０
番地１６

1130001007889 指名競争入札 （非公表） 16,340,148 - -

大宮仙洞御所まつ手入その他工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

平成31年4月17日
株式会社山口造園
京都府京都市西京区山田南町７番地

1130001008796 指名競争入札 (非公表) 13,620,489 - -

新浜鴨場庭園管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月18日
新都市緑化株式会社
千葉県松戸市小金原９－１５－１０

7040001035679 一般競争入札 （非公表） 9,842,505 - -

宮殿庭園管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月18日
株式会社日比谷アメニス
東京都港区三田四丁目７番２７号

2010401025205 指名競争入札 （非公表） 25,092,211 - -

赤坂御用地園地管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月22日
株式会社山水園
東京都小平市御幸町３１６番地の２

1012701000367 一般競争入札 （非公表） 23,966,870 - -

御料牧場内園地管理工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁御料牧場長　元村　聡
栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢６０２０

平成31年4月23日
有限会社サンユーグリーン産業
栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺２３８
４－１２

8060002012955 一般競争入札 （非公表） 8,748,000 - -

皇居東地区樹木管理(マツ)工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月25日
株式会社植寿園
東京都府中市朝日町１－２０

3012401000780 一般競争入札 （非公表） 7,991,816 - -

赤坂御用地樹木管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月8日
興國緑化株式会社
東京都福生市北田園２－２５－４

8013101000109 一般競争入札 （非公表） 8,748,562 - -

埼玉鴨場庭園管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月8日
有限会社東川口建設
埼玉県川口市大字西立野１８１番地
の４

9030002106263 一般競争入札 （非公表） 6,867,359 - -
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常陸宮邸庭園管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月8日
株式会社植物環境リサーチ
東京都練馬区高松６丁目３８番１６
号

8013101000109 指名競争入札 （非公表） 2,832,396 - -

皇居東御苑二の丸池管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月16日
株式会社創研ガーデン
東京都中野区弥生町４－１－１４

6011201002893 一般競争入札 （非公表） 3,557,121 - -

大嘗宮仮設ほか工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月17日
清水建設株式会社
東京都中央区京橋二丁目１６－１

1010401013565 一般競争入札 1,542,000,000 957,000,000 62.1% -

修学院離宮境界沿下刈その他工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年5月17日
株式会社紫峰園
京都府京都市北区紫竹栗栖町３０番
地

3130001004876 指名競争入札 (非公表) 2,145,000 - -

葉山御用邸庭園管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月24日
有限会社川口造園
神奈川県三浦郡葉山町一色１７５９

5021002068770 一般競争入札 （非公表） 3,426,917 - -

生物学研究所手洗所改修工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月27日
郷建設株式会社
東京都目黒区祐天寺２－１５－１６

5013201001918 指名競争入札 7,668,000 6,901,200 90.0% -

皇居東御苑三の丸尚蔵館整備に伴
う庭園工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月27日
株式会社富士植木
東京都千代田区九段南４丁目１番９
号

3010001027617 指名競争入札 23,349,600 18,792,000 80.5% -

正倉院苑地管理その他工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年5月27日
株式会社ヒロタ旭翆園
奈良県奈良市法蓮町４２５番地

7150001001991 指名競争入札 （非公表） 3,389,557 - -

桃山陵墓地台風被害木処理工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年5月28日
株式会社大髙
京都府京都市西京区御陵谷町４４番
地１

2130001014042 指名競争入札 4,935,600 2,916,000 59.1% -

桃山陵墓地ほかマツクイムシ防除
工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年5月29日
有限会社植泰
京都府京都市左京区下鴨宮崎町１番
地の３０

5130002004808 指名競争入札 （非公表） 2,700,000 - -

御所改修工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月30日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

7010401088742 指名競争入札 675,950,000 583,000,000 86.2% -

皇居吹上浄水場濾過池整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月30日
誠和光建株式会社
東京都足立区古千谷本町二丁目２０
番３号

1011801014021 指名競争入札 （非公表） 3,410,000 - -

泉山陵墓地台風被害木処理工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年5月30日
株式会社植徳
京都府京都市西京区大枝西長町９番
地２１

1130001060657 指名競争入札 3,099,600 3,024,000 97.6% -



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在

地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価

の実施）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備考

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－１

桃山陵墓地ほか広葉樹手入その他
工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年6月4日
株式会社洛北造園
京都府京都市中京区壬生花井町３番
地

9130001005662 指名競争入札 （非公表） 3,780,000 - -

皇居系統送配電設備改修ほか工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年6月5日
株式会社関電工
東京都港区芝浦４丁目８番３３号

9010401006818 指名競争入札 417,179,710 379,155,000 90.9% -

武蔵陵墓地庭園管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年6月6日
株式会社五嶋造園
東京都昭島市大神町２丁目８番１９
号

7012801009922 一般競争入札 （非公表） 7,530,432 - -

葉山御用邸給水加圧ポンプユニッ
ト取設工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年6月7日
渚工業株式会社
神奈川県横須賀市佐島１－６－４

6021001040829 一般競争入札 4,093,200 2,894,400 70.7% -

那須御用邸庭園樹林管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年6月10日
丸山重機株式会社
栃木県那須塩原市大原間西一丁目７
－５

2060001011550 一般競争入札 （非公表） 10,901,178 - -

赤坂御用地外周道路設計ほか業務
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年6月10日
明治コンサルト株式会社東京支店
東京都千代田区六番町２番地

5430001072841 一般競争入札 11,121,000 7,040,000 63.3% -

三吉陵墓参考地ほか枯損木処理工
事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年6月12日
株式会社ヒロタ旭翠園
奈良県奈良市法蓮町４２５番地

7150001001991 指名競争入札 3,164,400 1,771,200 56.0% -

須崎御用邸庭園管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年6月14日
株式会社愛樹園
静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本４２８

9080101014593 一般競争入札 （非公表） 4,010,776 - -

京都仙洞御所護岸改修その他工事
に伴う調査設計業務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年6月14日
株式会社環境事業計画研究所
京都府京都市上京区多門町４４０－
６

8130001006174 一般競争入札 4,525,200 4,363,200 96.4% -

埼玉鴨場小土手改修ほか工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年6月25日
株式会社庭研
埼玉県川口市南前川１－１２－２２

5030001076115 一般競争入札 6,458,400 4,536,000 70.2% -

高輪皇族邸外構施設整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年6月26日
郷建設株式会社
東京都目黒区祐天寺２－１５－１６

5013201001918 指名競争入札 4,903,200 2,425,680 49.5% -

修学院離宮景観林整備工事に伴う
調査設計業務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年6月26日
株式会社環境総合テクノス
大阪府大阪市中央区安土町１丁目３
番５号

9120001077653 一般競争入札 4,477,000 3,080,000 68.8% -

御料牧場内樹木管理ほか工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁御料牧場長　元村　聡
栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢６０２０

令和元年6月28日
株式会社礒造園土木
栃木県真岡市中２０１４－１

2060001009256 一般競争入札 （非公表） 4,698,000 - -

仲野親王墓ほか支障木手入その他
工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年7月2日
株式会社川勝造園
京都府京都市北区鷹峯土天井町４１

9130001057695 指名競争入札 4,212,000 4,212,000 100.0% -



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在

地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価

の実施）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備考

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－１

即位礼正殿の儀ほか宮殿諸施設布
設及び撤去

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年7月3日
清水建設株式会社
東京都中央区京橋二丁目１６番１号

1010401013565 指名競争入札 377,520,000 314,600,000 83.3% -

修学院離宮防火設備整備計画に伴
う基本調査業務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年7月3日
株式会社キクチコンサルタント
京都府京都市北区平野八丁柳町６６
番地の８

6130001004576 一般競争入札 3,883,000 3,630,000 93.5% -

Ｒ１須崎御用邸サクラ道舗装修繕
ほか工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年7月10日
河津建設株式会社
静岡県下田市中４１１番地の１

8080101014454 一般競争入札 6,771,600 6,480,000 95.7% -

三の丸尚蔵館整備に伴う建物解体
撤去工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年7月11日
株式会社栄伸建設工業
東京都足立区加賀２－１２－１７

9011802027469 一般競争入札 29,557,000 20,284,000 68.6% -

応神天皇陵ほか草刈工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年7月18日
株式会社南造園
大阪府泉南郡岬町深日１５２３番地
の１

6120102028236 一般競争入札 （非公表） 4,730,000 - -

宇治墓支障木処理工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年7月29日
株式会社吉田造園
京都府京都市北区衣笠北高橋町８番
地１

3130001062718 指名競争入札 2,980,800 2,970,000 99.6% -

桃山陵墓地参道整備工事に伴う詳
細設計業務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年7月30日
橋本技術株式会社
滋賀県長浜市高月町東柳野４２５番
地

7160001007716 一般競争入札 3,443,000 1,925,000 55.9% -

御料牧場事務所設備改修工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年8月6日
荒牧空調工業株式会社
栃木県さくら市卯の里１丁目１２－
９

2060001005916 一般競争入札 56,617,000 40,150,000 70.9% -

桂離宮広葉樹手入工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年8月6日
植彌加藤造園株式会社
京都府京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前
町４５番地

8130001006612 指名競争入札  (非公表) 4,730,000 - -

京都大宮仙洞御所広葉樹手入工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年8月7日
株式会社川勝造園
京都府京都市北区鷹峯土天井町４１

9130001057695 指名競争入札  (非公表) 4,785,000 - -

皇居下道灌濠浚渫に伴う中道灌濠
東側測量設計業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年8月8日
株式会社虹設計事務所
東京都世田谷区若林一丁目１番１８
号

7010901009173 一般競争入札 6,688,000 4,785,000 71.5% -

白鳥陵外堤護岸その他整備工事に
伴う詳細設計業務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年8月13日

株式会社エイコー技術コンサルタン
ト
福井県敦賀市中央町２丁目１１番３
６号

2210001010470 一般競争入札 3,586,000 2,222,000 62.0% -

秋篠宮邸改修ほか工事に伴う解体
工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年8月19日
株式会社東工務店
東京都荒川区東尾久３丁目９番１５
号

9011501005321 指名競争入札 13,541,000 12,801,800 94.5% -

修学院離宮広葉樹手入工事
分任支出負担行為担当官代理
宮内庁京都事務所次長　三橋　康男
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年8月26日
株式会社加藤造園
京都府京都市右京区花園伊町１１番
地

2130001000463 指名競争入札  (非公表) 5,434,000 - -



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在

地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価

の実施）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備考

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－１

崇神天皇陵ほか草刈工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年8月27日
乾福美園株式会社
奈良県生駒市小瀬町１０８－３－３
０１

6150001006901 一般競争入札  (非公表) 5,155,700 - -

赤坂宿舎第１６号建物改修工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年8月30日
株式会社アイガー産業
東京都大田区田園調布２－２８－３

8010801017317 一般競争入札 54,142,000 44,880,000 82.9% -

用明天皇陵参道舗装工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年9月3日
有限会社青林
奈良県奈良市白毫寺町８３５番地１
大和紀寺ビル２号館２０２号室

7150002000968 一般競争入札         5,533,000 4,378,000 79.1% -

京都御所広葉樹手入工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年9月3日
株式会社小鷹造園
京都府京都市北区上賀茂二軒家町７
番地

6130001031868 指名競争入札 （非公表） 4,730,000 - -

皇居富士見多聞天場仕上げ材改修
その他工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年9月5日
株式会社槻川住建工業
埼玉県日高市旭ヶ丘１０５－２

9030001089781 一般競争入札 5,500,000 4,999,500 90.9% -

皇居吹上御苑ほか歴史的景観保全
整備工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年9月12日
アゴラ造園株式会社
東京都練馬区高松六丁目２番１８号

5011601000283 指名競争入札 42,988,000 41,800,000 97.2% -

仁徳天皇陵ほか草刈その他工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年9月12日
有限会社前田造園土木
大阪府寝屋川市太間東町４番３号

7120002076805 一般競争入札  (非公表) 6,160,000 - -

仁徳天皇陵台風被害木処理工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年9月12日
有限会社芝田造園土木
大阪府茨木市大字忍頂寺２４９番地

4120902000825 指名競争入札         4,961,000 2,310,000 46.6% -

皇居東御苑案内板等改修整備ほか
工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年9月17日
興國緑化株式会社
東京都福生市北田園２丁目２５番地
４号

8013101000109 一般競争入札 18,469,000 14,850,000 80.4% -

赤坂御用地勤労奉仕団休所ほか空
調設備改修工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年9月17日
株式会社パイプ技研
東京都豊島区南長崎六丁目７番１１
号

3013301010036 指名競争入札 40,854,000 14,916,000 36.5% -

大嘗祭前一日鎮魂の儀に伴う施設
取設及び撤去

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年9月20日
郷建設株式会社
東京都目黒区祐天寺２－１５－１６

5013201001918 指名競争入札 4,004,000 3,817,000 95.3% -

桂離宮地被類植栽その他工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年9月24日
吉村造園株式会社
京都府京都市左京区北白川下池田町
１４５番地

5130001045489 指名競争入札         3,872,000 3,740,000 96.6% -

那須御用邸樹林整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年10月1日
株式会社礒造園土木
栃木県真岡市中２０１４番地１

2060001009256 一般競争入札 （非公表） 10,450,000 - -

京都大宮仙洞御所消火設備整備ほ
か工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年10月3日
株式会社大亀工務店
京都府京都市西京区大原野上里南ノ
町５４４番地の８

2130001007938 一般競争入札 152,680,000 144,540,000 94.7% -



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在

地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価

の実施）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備考

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－１

男狹穂塚女狹穂塚陵墓参考地下刈
その他工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年10月7日
株式会社杉尾植木
宮崎県西都市大字鹿野田６６９１番
地

5350001005594 指名競争入札  （非公表） 3,250,500 - -

桃山陵墓地ほか台風被害木処理工
事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年10月7日
株式会社野村造園土木
京都府京都市右京区嵯峨大沢柳井手
町２６番地の６

7130001001614 指名競争入札 10,461,000 10,450,000 99.9% -

皇居内道灌濠沿い(東側)建物畳表
替工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年10月9日
株式会社青山商店
東京都世田谷区北烏山３－２６－１
７

2010901000285 指名競争入札 （非公表） 2,938,100 - -

三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事
（Ⅰ期）

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年10月10日
清水建設株式会社
東京都中央区京橋２丁目１６番１号

1010401013565
一般競争入札
（総合評価）

7,878,200,000 6,490,000,000 82.4% -

神武天皇陵ほか枯損木処理工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年10月18日
株式会社彌生造園
奈良県奈良市中之庄町７３３番地の
２

3150001023189 指名競争入札         4,125,000 3,080,000 74.7% -

武蔵陵墓地北側ほか樹林帯災害対
策樹林整備工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年10月21日
株式会社オリアン
東京都八王子市美山町８０４番地１

7010101000775 一般競争入札 11,154,000 6,050,000 54.2% -

桂離宮苑地整備工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年10月21日
株式会社小林造園
京都府京都市北区紫竹西野山東町３
６番地の１

8130001004764 指名競争入札        28,446,000 28,270,000 99.4% -

花山天皇陵ほか広葉樹手入その他
工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年10月31日
株式会社吉田造園
京都府京都市北区衣笠北高橋町８番
地１

3130001062718 指名競争入札  （非公表） 3,080,000 - -

京都御所清涼殿桧皮葺屋根葺替工
事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年11月6日
株式会社松村工務店
滋賀県東近江市蒲生岡本町９１５番
地

6160001010233 指名競争入札       244,090,000 242,000,000 99.1% -

京都仙洞御所ほか枯損木処理工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年11月8日
株式会社鈴木庭園
京都府京都市右京区嵯峨苅分町１７
番地

4130001001063 指名競争入札         3,410,000 3,231,800 94.8% -

皇居濠池水辺環境整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年11月13日
株式会社桂造園
東京都葛飾区亀有三丁目３３番２号

2011801000994 一般競争入札 （非公表） 7,095,000 - -

花山天皇陵ほか鳥居改築工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年11月13日
有限会社北尾石材
京都府京都市左京区田中門前町６７
番地

2130002005065 一般競争入札 9,735,000 7,243,500 74.4% -

皇居東地区歴史的景観保全整備工
事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年11月15日
有限会社千代田グリーン
東京都千代田区二番町１番２番町ハ
イム４１０号

7010002048699 一般競争入札 （非公表） 10,780,000 - -

京都大宮仙洞御所垣根改修その他
工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年11月19日
株式会社河原勝庭園
京都府京都市西京区松尾上ノ山町１
８番地

1130001008045 指名競争入札        32,923,000 31,900,000 96.9% -



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在

地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価

の実施）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備考

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－１

天智天皇陵ほか台風被害木処理工
事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年11月25日
株式会社水田造園緑地
京都府京都市山科区音羽八ノ坪８番
地の２２

1130001013391 指名競争入札        10,901,000 10,450,000 95.9% -

秋篠宮邸改修ほか工事に伴う支障
樹木処理工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年11月26日
株式会社高橋植木
東京都世田谷区砧２丁目２３番１０
号

5010901007146 指名競争入札 19,613,000 9,790,000 49.9% -

崇神天皇陵外堤護岸改修計画に伴
う基本調査業務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年11月26日

株式会社エイコー技術コンサルタン
ト
福井県敦賀市中央町２丁目１１番３
６号

2210001010470 一般競争入札 5,885,000 4,884,000 83.0% -

能褒野墓飛地い号ほか外構柵取設
工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年12月4日
近藤緑化株式会社
三重県鈴鹿市矢橋１丁目２３番４号

9190001004972 一般競争入札 5,324,000 4,994,000 93.8% -

京都御所まつ高木手入工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年12月4日
株式会社大平造園
京都府京都市右京区常盤馬塚町１６
番地

4130001000379 指名競争入札         4,906,000 4,675,000 95.3% -

仁徳天皇陵ほか林相整備工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年12月5日
有限会社前田造園土木
大阪府寝屋川市太間東町４番３号

7120002076805 指名競争入札         9,988,000 8,800,000 88.1% -

桃山陵墓地ほか林相整備工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年12月5日
株式会社吉田造園
京都府京都市北区衣笠北高橋町８番
地１

3130001062718 指名競争入札 20,999,000 19,800,000 94.3% -

京都大宮仙洞御所まつ高木手入工
事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年12月10日
株式会社吉村造園
京都府京都市伏見区久我御旅町２番
地の８６

5130001016036 指名競争入札         4,994,000 4,895,000 98.0% -

新浜鴨場水循環設備ポンプ整備ほ
か工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年12月11日
光進工業株式会社
東京都江戸川区東葛西二丁目２番４
号

9011701002820 一般競争入札 4,587,000 3,407,800 74.3% -

宮内庁病院医療ガス設備改修工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年12月11日
光進工業株式会社
東京都江戸川区東葛西二丁目２番４
号

9011701002820 一般競争入札 4,169,000 3,080,000 73.9% -

宮内庁庁舎ほか各所改修その他工
事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年12月11日
郷建設株式会社
東京都目黒区祐天寺２－１５－１６

5013201001918 一般競争入札 29,029,000 27,170,000 93.6% -

御料牧場製酪所生産機器整備ほか
工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年12月12日
株式会社三和電気工業所
栃木県大田原市中央２丁目１５番５
号

3060001012804 一般競争入札 6,886,000 6,050,000 87.9% -

葉山御用邸艇庫ウインチ改修工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年12月12日
トーヨーコーケン株式会社
東京都江東区南砂２丁目１１番

3090001004971 一般競争入札 9,658,000 9,566,700 99.1% -

護良親王墓地形測量ほか業務
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年12月12日
株式会社オオバ東京支店
東京都千代田区神田錦町三丁目７番
１号

9013201001170 一般競争入札 5,830,000 4,763,000 81.7% -



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在

地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価
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公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－１

神櫛王墓ほか林相整備工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年12月13日
山下林業株式会社
香川県高松市国分寺町新居１９５番
地３

7470001016883 指名競争入札         4,862,000 4,840,000 99.5% -

懿徳天皇陵ほか林相整備工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年12月20日
株式会社ヒロタ旭翆園
奈良県奈良市法蓮町４２５番地

7150001001991 指名競争入札        12,298,000 8,030,000 65.3% -

皇居東御苑二の丸災害用マンホー
ルトイレ設置工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年12月23日
有限会社千代田グリーン
東京都千代田区二番町１番２番町ハ
イム４１０号

7010002048699 一般競争入札 15,851,000 12,100,000 76.3% -

埼玉鴨場竹林・樹林整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年12月24日
株式会社好樹園
埼玉県川口市大字安行６８２

4030001074747 一般競争入札 （非公表） 10,433,500 - -

高輪皇族邸境界塀取設ほか工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年12月25日
株式会社神薗工務店
東京都大田区大森北６丁目２０番１
７号

2010801002712 指名競争入札 3,487,000 2,530,000 72.6% -

桂離宮ほか御船屋形杉皮葺屋根葺
替その他工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年12月25日
株式会社北村誠工務店
京都府京都市北区紫野南舟岡町４５
番地

4130001004586 一般競争入札 8,811,000 6,270,000 71.2% -

敬法門院藤原宗子墓以下１１墓外
構柵改修工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年12月25日
株式会社松山建設
京都府京都市西京区桂上野南町５３
番地

8130001008708 一般競争入札         5,390,000 5,170,000 95.9% -

須崎御用邸供奉員宿泊所浄化槽改
修工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年12月27日
株式会社外岡組
静岡県下田市東本郷１－７－１５

8080101014537 一般競争入札        10,714,000 8,470,000 79.1% -

赤坂御用地保安対策樹林整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年1月8日
株式会社山水園
東京都小平市御幸町３１６番地の２

1012701000367 一般競争入札        30,206,000 20,196,000 66.9% -

御料牧場事務所建具改修その他工
事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年1月8日
株式会社山中商会
栃木県宇都宮市北若松原１－５－３

1060001004563 一般競争入札        14,410,000 12,848,000 89.2% -

明治天皇陵ほかまつ手入その他工
事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和2年1月14日
株式会社ちきりやガーデン
京都府京都市山科区勧修寺閑林寺８
５番地１

2130001013003 指名競争入札  （非公表） 3,740,000 - -

泉山陵墓地ほか林相整備工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和2年1月15日
株式会社洛北造園
京都府京都市中京区壬生花井町３番
地

9130001005662 指名競争入札  （非公表） 5,720,000 - -

醍醐天皇陵ほか支障木手入その他
工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和2年1月17日
株式会社斉藤造園
京都府京都市西京区大原野北春日町
３３９番地の３

9130001008203 指名競争入札         3,806,000 3,740,000 98.3% -

安康天皇陵ほかまつ手入工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和2年1月20日
有限会社大和福樹園
奈良県奈良市丹生町７１２番地

5150002001043 指名競争入札  （非公表） 2,655,400 - -



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在

地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号
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及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－１

修学院離宮景観林整備工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和2年1月21日
株式会社大髙
京都府京都市西京区御陵谷町４４番
地１

2130001014042 一般競争入札        15,081,000 11,440,000 75.9% -

武蔵陵墓地境界外構柵整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年1月21日
アートフェンス工業株式会社
東京都調布市飛田給３丁目２３番地
１３

7012401007186 一般競争入札         4,587,000 3,905,000 85.1% -

正倉院事務所構内交換設備更新工
事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和2年1月22日
ＫＯＳネットワーク株式会社
奈良県天理市庵治町２９５番地の２

5150001006456 指名競争入札         4,499,000 1,808,811 40.2% -

須崎御用邸松くい虫対策樹林整備
ほか工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年1月24日
株式会社愛樹園
静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本４２８

9080101014593 一般競争入札  （非公表） 4,950,000 - -

京都御所第１９号建物（土蔵）ほ
か電気設備設置工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和2年1月27日
株式会社日本電機商会
京都府京都市山科区大塚森町１３番
地の３

8130001013666 指名競争入札         2,915,000 2,915,000 100.0% -

葉山御用邸松くい虫対策樹林整備
工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年1月27日
有限会社川口造園
神奈川県三浦郡葉山町一色１７５９

5021002068770 一般競争入札  （非公表） 3,465,000 - -

皇居東御苑休憩施設改修ほか工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年1月28日
株式会社好樹園
埼玉県川口市大字安行６８２

4030001074747 一般競争入札        29,601,000 25,289,000 85.4% -

聖徳太子墓支障木処理その他工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和2年2月4日
有限会社芝田造園土木
大阪府茨木市大字忍頂寺２４９番地

4120902000825 指名競争入札         3,091,000 1,265,000 40.9% -

御料牧場管理室ほか整備計画に伴
う敷地調査業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年2月4日
パスキン工業株式会社
栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の
４

4060001003645 一般競争入札         5,687,000 5,060,000 89.0% -

皇居養蚕所野蚕所防鳥ネット張替
えその他工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年2月4日
株式会社槻川住建工業
埼玉県日高市旭ヶ丘１０５－２

9030001089781 一般競争入札         4,895,000 4,785,000 97.8% -

葉山御用邸御散策路改修に伴う測
量設計業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年2月6日
株式会社グラック
東京都中央区東日本橋３丁目６番１
７号

5010001042003 一般競争入札         8,690,000 8,690,000 100.0% -

京都仙洞御所ほか枯損木処理その
他工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和2年2月7日
株式会社中山造園
京都府京都市右京区太秦一ノ井町３
２番地５１

7130001053465 指名競争入札         3,360,000 3,300,000 98.2% -

赤坂御用地大滝周辺苑路整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年2月10日
株式会社植物環境リサーチ
東京都練馬区高松６－３８－１６

5011601003311 一般競争入札        10,923,000 10,780,000 98.7% -

京都御所第７５号建物（収納庫）
耐震診断業務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和2年2月14日
株式会社アイ・エス・エス
東京都港区南麻布５丁目２番３２号

8013201011088 一般競争入札         2,211,000 913,000 41.3% -
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様式２－１

京都御所第７５号建物（収納庫）
外構整備ほか工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和2年2月18日
株式会社武村工務店
京都府京都市中京区御幸町通二条下
る山本町４３２番地

5130001021531 指名競争入札         3,784,000 3,168,000 83.7% -

京都御所池水循環設備井戸ポンプ
整備工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和2年2月26日
株式会社三光エンジニアリング
京都市上京区智恵光院中立売角多門
町４３４　コスモ星の子ハイツ２階

6130001006498 指名競争入札         3,751,000 2,954,600 78.8% -

皇居宮殿中庭白梅植替ほか工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年3月6日
株式会社苑友造園
東京都多摩市貝取一丁目１番地５

6013401006229 指名競争入札        15,543,000 13,420,000 86.3% -

三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事
（Ⅰ期）

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年3月11日
株式会社丹青社
東京都港区港南一丁目２番７０号

3010501007440
一般競争入札
（総合評価）

      881,430,000 858,000,000 97.3% -

秋篠宮邸改修ほか工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年3月13日
清水建設株式会社
東京都中央区京橋二丁目１６番１号

1010401013565 指名競争入札     2,596,000,000 2,515,700,000 96.9% -

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


