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委託契約（平成２９年度）

整理
番号

契　約　件　名 契約事務所 契約を締結した日 契約の相手方の称号又は名称 契約金額 備考

1 平成２９年度由良川排水機場操作委託業務 福知山河川国道事務所 平成29年4月3日 福知山市長 11,698,992
2 国道２７号坂原地区簡易駐車場施設維持管理業務 福知山河川国道事務所 平成29年4月3日 京丹波町長 3,130,000
3 野洲栗東バイパス三上西ノ川原遺跡発掘調査業務 滋賀国道事務所 平成29年5月18日 滋賀県知事 72,300,600
4 塩津バイパス塩津港遺跡発掘調査（整理調査）業務 滋賀国道事務所 平成29年6月14日 滋賀県知事 39,623,040
5 米原バイパス松原内湖遺跡発掘調査（整理調査）業務 滋賀国道事務所 平成29年9月4日 滋賀県知事 1,685,880
6 野洲栗東バイパス中畑・古里遺跡他発掘調査（整理調査）業務 滋賀国道事務所 平成29年9月4日 滋賀県知事 10,485,720
7 平成２９年度西舞鶴道路事業に係る東光寺跡の発掘調査 福知山河川国道事務所 平成29年7月3日 （財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2,056,320
8 平成２９年度由良川緊急治水対策事業に係る阿良須遺跡の発掘調査 福知山河川国道事務所 平成29年7月24日 （財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 37,739,520
9 ＴＤＲを用いた土砂流出観測手法の開発委託 六甲砂防事務所 平成29年5月12日 国立大学法人京都大学 1,512,000
10 平成２９年度　天辻分水施設の維持操作等業務委託 紀の川ダム統合管理事務所 平成29年4月3日 電源開発（株）水力発電部　西日本支店 38,411,000

11
水害リスク情報を活用した新たなまちづくり手法の減災効果及び社会的影響・課題の
動的変化に関する分析

琵琶湖河川事務所 平成29年5月18日 国立研究開発法人土木研究所 1,386,282

12 国道１７５号山南休憩施設維持管理業務 兵庫国道事務所 平成29年4月3日 丹波市長 3,426,840
13 １７５号西脇北バイパス事業に係る発掘調査出土品整理事業 兵庫国道事務所 平成29年7月3日 兵庫県教育長 6,257,041
14 国道１７６号西宮生瀬地区他電線共同溝通信系管路整備工事 兵庫国道事務所 平成29年10月3日 ＮＴＴインフラネット（株）関西事業部 10,224,360
15 国道１７１号西宮平松地区他電線共同溝電力系管路整備工事 兵庫国道事務所 平成29年10月24日 関西電力（株）神戸電力部 43,788,600
16 国道１７１号西宮平松・江上地区電線共同溝通信系管路調査作業 兵庫国道事務所 平成29年11月16日 ＮＴＴインフラネット（株）関西事業部 10,422,000
17 足羽川ダム水理設計業務 足羽川ダム工事事務所 平成29年4月17日 契約職国立研究開発法人土木研究所 59,940,000
18 平成２９年度　真名川ダム表層取水設備管理業務 九頭竜川ダム統合管理事務所 平成29年4月3日 北陸電力(株)福井支店大野電力部 1,935,000
19 平成２９年度　九頭竜ダム共同施設維持管理業務 九頭竜川ダム統合管理事務所 平成29年4月3日 電源開発(株)水力発電部中部支店 5,968,674
20 市田川排水機場外２件操作業務 紀南河川国道事務所 平成29年4月3日 新宮市長 5,427,509
21 相筋第一樋門外６件操作業務 紀南河川国道事務所 平成29年4月3日 新宮市長 2,667,168
22 鮒田水門外１１件操作業務 紀南河川国道事務所 平成29年4月3日 紀宝町長 4,966,842
23 前川樋門他２樋門操作業務 姫路河川国道事務所 平成29年4月3日 たつの市長 1,233,792
24 大西排水樋門他５樋門操作業務 姫路河川国道事務所 平成29年4月3日 宍粟市長 2,115,072
25 国道２号加古川バイパス新在家横断歩道橋昇降設備点検業務 姫路河川国道事務所 平成29年4月3日 加古川市長 5,140,800
26 一般国道２号姫路バイパス改築事業に伴う池ノ下遺跡埋蔵文化財発掘調査 姫路河川国道事務所 平成29年12月11日 兵庫県教育長 12,483,081
27 一般国道２号相生有年道路改築事業に伴う福井池の下遺跡埋蔵文化財発掘調査 姫路河川国道事務所 平成29年12月11日 兵庫県教育長 38,427,266
28 神田川排水機場等操作業務 猪名川河川事務所 平成29年4月3日 池田市長 1,053,000

29 第一次大極殿院建造物復原整備他にかかる調査委託 国営飛鳥歴史公園事務所 平成29年4月3日
独立行政法人国立文化財機構　奈良文化
財研究所

36,999,731

30 平城宮跡歴史公園第一次大極殿院南門他発掘調査 国営飛鳥歴史公園事務所 平成29年4月6日
独立行政法人国立文化財機構　奈良文化
財研究所

12,141,038

31
一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道八鹿豊岡南道路に係る発掘調査出土品整理
事業

豊岡河川国道事務所 平成29年4月3日 兵庫県教育長 27,961,721

32 一般国道４８３号日高豊岡南道路に伴う小垣谷古墳群埋蔵文化財発掘調査 豊岡河川国道事務所 平成29年4月3日 兵庫県教育長 86,597,746
33 一般国道４８３号日高豊岡南道路に伴う大木谷古墳群埋蔵文化財発掘調査 豊岡河川国道事務所 平成29年8月9日 兵庫県教育長 129,790,954
34 道の駅但馬のまほろば管理業務 豊岡河川国道事務所 平成29年4月3日 朝来市長 11,653,200
35 道の駅ハチ北管理業務 豊岡河川国道事務所 平成29年4月3日 香美町長 4,478,760
36 道の駅ようか但馬蔵管理業務 豊岡河川国道事務所 平成29年4月3日 養父市長 5,302,800
37 簡易パーキング氷上管理業務 豊岡河川国道事務所 平成29年4月3日 丹波市長 4,190,400
38 桃島樋門他操作業務 豊岡河川国道事務所 平成29年4月3日 豊岡市長 27,003,456
39 六方排水機場等操作業務 豊岡河川国道事務所 平成29年4月3日 豊岡市長 3,244,050



40 国道１号本宮、大路電線共同溝連系設備設置工事 滋賀国道事務所 平成30年1月31日
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社　関
西事業部長

1,185,840

41
国道１６３号木津東バイパス事業及び精華拡幅事業に伴う岡田国遺跡ほかの発掘調
査

京都国道事務所 平成29年3月30日
公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研
究センター

55,097,280

42 放置自転車対策業務 京都国道事務所 平成29年4月28日 京都市長 2,830,307
43 国道９号千代原他電力引込管路等設置工事 京都国道事務所 平成29年5月9日 関西電力(株)　京都電力部 29,541,638

44 国道９号千代原他通信引込管路等設置工事 京都国道事務所 平成29年5月23日
エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株)　関西事
業部

41,389,920

45 国道２４号寺田拡幅事業に係る水主神社東遺跡ほかの発掘調査 京都国道事務所 平成29年10月4日
公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研
究センター

84,853,440

46 「直接埋設方式による電線地中化」実証実験業務 京都国道事務所 平成29年11月10日
京都市「直接埋設方式による電線地中化」
検討協議会　会長　大庭　哲治

10,000,000

47 国道２４号寺田拡幅事業に係る水主神社東遺跡ほかの発掘調査 京都国道事務所 平成30年3月23日
公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研
究センター

65,439,360

48 京奈和「大和北道路」埋蔵文化財発掘調査業務 奈良国道事務所 平成29年5月8日 奈良県知事 49,209,974
49 奈良国道事務所管内遺物整理及び報告書作成業務 奈良国道事務所 平成29年4月3日 奈良県知事 73,545,636
50 御所南ＰＡ維持管理作業 奈良国道事務所 平成29年10月30日 御所市長 7,773,397
51 京奈和「大和・御所区間」埋蔵文化財発掘調査整理業務 奈良国道事務所 平成29年5月8日 奈良県知事 58,556,379
52 京奈和「大和・御所区間（橿原市域）」埋蔵文化財調査整理業務 奈良国道事務所 平成29年4月3日 橿原市長 15,189,113
53 道の駅「針ＴＲＳ」維持管理作業 奈良国道事務所 平成29年4月3日 奈良市長 20,865,634
54 京奈和「大和区間（橿原市長）」埋蔵文化財発掘調査業務 奈良国道事務所 平成29年6月5日 奈良県知事 24,453,677
55 京奈和「御所区間（御所南ＩＣ他）」埋蔵文化財発掘調査業務 奈良国道事務所 平成29年4月3日 奈良県知事 136,584,241
56 京奈和「御所区間（御所市域）」埋蔵文化財調査整理業務 奈良国道事務所 平成29年4月3日 奈良県知事 3,855,000
57 平成２９年度一般国道２５号斑鳩パークウェイに伴う用地事務委託 奈良国道事務所 平成30年2月9日 斑鳩町長 2,080,080
58 平成２９年度岩倉排水樋門外30件操作業務 木津川上流河川事務所 平成29年4月3日 伊賀市長 11,637,999
59 平成２９年度瀬古口第１排水門外2件操作業務 木津川上流河川事務所 平成29年4月3日 名張市長 1,421,526
60 大阪市内自転車撤去作業 大阪国道事務所 平成29年4月3日 大阪市建設局長 24,152,040
61 １号大日地下横断通路昇降設備維持管理作業 大阪国道事務所 平成29年4月3日 守口市長 2,035,800
62 道の駅「みさき」維持管理作業 大阪国道事務所 平成29年4月3日 岬町長 9,460,800
63 国道１７６号曽根服部地区他電力管路設置修繕工事委託 大阪国道事務所 平成29年7月10日 関西電力（株）電力流通事業本部大阪北電力部長 124,369,290
64 国道１６３号守口門真地区他通信管路設置修繕工事委託 大阪国道事務所 平成29年8月2日 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）関西事業部長 66,575,520
65 国道２６号高石地区他電力管路設置工事委託 大阪国道事務所 平成29年8月29日 関西電力（株）電力流通事業本部大阪南電力部長 60,355,613
66 ＥＴＣ２．０プローブ情報の利活用の提案と効果分析に関する研究 近畿技術事務所 平成29年7月7日 学校法人五島育英会　東京都市大学 5,999,940

67
海岸近接部において耐候性鋼材（無塗装仕様）を使用する橋梁の環境計測技術に関
する研究

近畿技術事務所 平成29年7月11日 国立大学法人　神戸大学 3,300,000

68 鋼床版の疲労耐久性向上に関する研究 近畿技術事務所 平成29年7月26日 学校法人　関西大学 3,300,000
69 道路事業における３次元データの利活用に関する研究 近畿技術事務所 平成29年7月27日 学校法人　大阪経済大学 3,300,000
70 ３次元データ活用に関する研究 近畿技術事務所 平成29年8月1日 立命館大学 総合科学技術研究機構 3,240,000
71 事前道路通行規制区間の解除のあり方に関する研究 近畿技術事務所 平成29年8月4日 神戸市立工業高等専門学校 6,000,000
72 道路資産管理高度化のためのデータベース構築に関する研究 近畿技術事務所 平成29年8月8日 国立大学法人　京都大学 3,299,400
73 移動体通信データを活用した行動推定に基づく観光交通対策の優先順位最適化 近畿技術事務所 平成29年8月24日 国立大学法人　京都大学 3,300,000
74 橋梁の耐久性向上に資する排水構造と排水設備に関する技術標準の策定 近畿技術事務所 平成29年9月8日 国立大学法人　大阪大学 3,300,000
75 ＩＣＲＴ技術を活用した高精度かつ効率的な斜面・法面点検技術の開発 近畿技術事務所 平成29年9月19日 国立大学法人　岡山大学 3,300,000
76 橋梁補修施策プロファイリング手法の開発 近畿技術事務所 平成29年9月28日 国立大学法人　大阪大学 3,300,000
77 道路ネットワークの整備がもたらす広範なストック効果の計量化手法に関する研究 近畿技術事務所 平成29年10月13日 国立大学法人　京都大学 3,300,000
78 平成２９年度淀川毛馬排水機場操作 淀川河川事務所 平成29年4月3日 大阪府西大阪治水事務所 108,293,640
79 大島排水機場（他１件）操作保守業務 淀川河川事務所 平成29年4月3日 京都府 9,813,018
80 針ノ木排水機場操作保守業務 淀川河川事務所 平成29年4月3日 宇治市 8,893,785



81 八幡排水機場（他２件）操作保守業務 淀川河川事務所 平成29年4月3日 八幡市 9,772,073
82 生れ口樋門（他１件）操作業務 淀川河川事務所 平成29年4月3日 城陽市 1,201,679
83 大川樋門（他７件）操作業務 淀川河川事務所 平成29年4月3日 木津川市 5,429,377
84 久御山排水機場操作保守業務 淀川河川事務所 平成29年4月3日 久御山町 9,442,851

85 イタセンパラ保護定着調査 淀川河川事務所 平成29年4月14日
地方独立行政法人　大阪府立環境農林水
産総合研究所

4,968,000

86 ボート型自律制御ロボットによるポータブル流量観測システムの開発 淀川河川事務所 平成29年4月27日 国立大学法人　京都大学 1,080,000
87 木津川希少種植生調査管理業務 淀川河川事務所 平成29年10月18日 特定非営利活動法人　やましろ里山の会 1,285,200
88 由良川綾部地区樋門操作委託業務 福知山河川国道事務所 平成29年4月3日 綾部市長 1,207,658

89
深層崩壊に対する警戒避難の発表ならびに解除に資する雨量データ解析手法の構築
委託

紀伊山系砂防事務所 平成29年5月15日 国立大学法人京都大学 1,544,000

90 低軌道衛星や気球を用いたデータ収集システムの現地利用技術開発委託 紀伊山系砂防事務所 平成29年5月18日 国立大学法人和歌山大学 2,008,000


