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近畿農政局 回転椅子購入 令和3年4月28日 （株）上田屋 355,000

近畿農政局 ipad薄形ケース外購入 令和3年5月7日 （有）イトウ屋 366,160

近畿農政局 園芸ポール外３１件の購入 令和3年5月17日 (株)JCクレッセント 603,750

近畿農政局 ホッチキス針外購入 令和3年5月21日 (株)JCクレッセント 254,700

近畿農政局 長袖ブルゾン外購入 令和3年5月28日 双葉産業（株） 682,300

近畿農政局
ソフトウェア「JUSTPDF４」外購
入

令和3年5月28日 （株）堀通信 617,410

淀川水系土地改良調査管
理事務所

ＮＡＳ外６件購入 令和3年6月7日
富士フイルムビジネスイノ
ベーションジャパン（株）

727,900

近畿農政局
製造「事務用封筒等 ３０ 件」請
負業務

令和3年6月24日 （株）ヤマガタ 666,250

近畿農政局
令和３年度近畿農政局農村振
興部地方参事官室空調機設置
工事

令和3年7月1日 （株）関西空調 950,000

近畿農政局 飛沫対策用パーティション購入 令和3年7月9日 （株）トステム 123,200

淀川水系土地改良調査管
理事務所

冊子作成（東条川二期地区全
体実施設計書）業務

令和3年7月27日 （株）フォーラムK 697,950

近畿農政局
 印刷「令和元～2年 近畿農林
水産統計年報」外2件製造

令和3年8月23日 （株）田中プリント 574,900

近畿農政局
 飛沫対策用パーテーション購
入

令和3年8月26日 （株）ニューコンセプト 199,850

近畿農政局 手指消毒液外６件購入 令和3年9月1日
サラヤ（株）近畿支店京都
営業所

473,576

近畿農政局 インクカートリッジ外購入 令和3年9月1日
サラヤ（株）近畿支店京都
営業所

494,825

近畿農政局 使いきり手袋外購入 令和3年9月1日 プランニングゆう 83,580

近畿農政局
 ブルーレイディスクレコーダー
外９件購入

令和3年9月1日
（株）エディオン京都四条河
原町店

394,500

近畿農政局  カラーマグネット外購入 令和3年9月1日 （株）上田屋 289,135

近畿農政局 LANケーブル外購入 令和3年9月1日
NECネッツエスアイ（株）関
西支社

676,400

近畿農政局
令和3年度京都農林水産総合
庁舎地階清掃作業場改修工事

令和3年9月2日 （株）吉原工務店 825,000
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加古川水系広域農業水利
施設総合管理所

塗料外２１件購入 令和3年9月7日 （株）JCクレッセント 397,060

近畿農政局 洗車ブラシ外購入 令和3年10月12日 (有)イトウ屋 279,920

近畿農政局 プリンタ外購入 令和3年10月12日 (有)イトウ屋 629,700

東条川二期農業水利事業
所

令和３年度東条川二期農業水
利事業所 庁舎等清掃業務

令和3年10月18日 （株）リメイン 147,600

近畿農政局
令和３年度京都農林水産総合
庁舎トイレフラッシュバルブ等
取替工事

令和3年11月1日 京栄水道（株） 646,000

近畿農政局 飛沫対策用パーテーション購入 令和3年11月2日 (有)O.Pスタジオ 240,230

近畿農政局 長袖ブルゾン外購入 令和3年11月2日 双葉産業（株） 120,700

近畿農政局 ロッカー外購入 令和3年11月2日 （株）三光商事 235,390

近畿農政局 シュレッダー外購入 令和3年11月9日 （株）トステム 625,600

近畿農政局
ソフトウェア「駅すぱあと外」購
入

令和3年11月10日 （株）堀通信 963,700

近畿農政局 液晶ディスプレイ外購入 令和3年11月12日
アイ・テイ・エイ・ヴイデオ・
サービス（株）

910,000

近畿農政局 タイヤワックス外購入 令和3年11月15日 （株）JCクレッセント 115,190

近畿農政局
令和3年度京都農林水産総合
庁舎別館診療所空調機取替工
事

令和3年11月19日 （株）岡田電気 459,000

加古川水系広域農業水利
施設総合管理所

シューズボックス外２５件購入 令和3年12月7日 オフィスモリタ 329,773

近畿農政局
令和３年度京都農林水産総合
庁舎別館貯湯式ガス湯沸器取
替工事

令和3年12月7日 （株）かつらぎ 621,000

土地改良技術事務所
デジタルビデオカメラバッテリー
外７件購入

令和3年12月9日 水田電工（株） 1,071,250

近畿農政局
令和３年度京都農林水産総合
庁舎非常用自家発電機点検保
守業務

令和3年12月20日 CSK 748,700

南近畿土地改良調査管理
事務所

南近畿土地改良調査管理事務
所空調設備更新工事

令和3年12月21日 （株）新日通 850,000

土地改良技術事務所 飛沫対策用パーテーション購入 令和4年12月27日 （株）日本工事広告 203,770

近畿農政局 アルコールディスペンサー購入 令和4年1月4日 （株）トステム 88,000
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淀川水系土地改良調査管
理事務所

令和３年度国営造成水利施設
ストックマネジメント推進事業
加古川西部地区善坊支線水路
不動産登記等業務

令和4年1月6日 土地家屋調査士法人幸陽 780,000

近畿農政局
令和３年度京都農林水産総合
庁舎電気設備年点検保守及び
監督業務

令和4年1月11日 近建ビル管理（株） 590,000

加古川水系広域農業水利
施設総合管理所

加古川水系広域農業水利施設
総合管理所次長室空調設備更
新工事

令和4年1月12日 （株）安福冷暖 395,000

近畿農政局
令和４年度京都農林水産総合
庁舎エレベーター設備保守業
務

令和4年1月18日
三和エレベータサービス
（株）

504,000

近畿農政局
令和４年度京都農林水産総合
庁舎自動ドア設備保守業務

令和4年1月18日
（株）北陽オートドアサービ
ス

96,000

近畿農政局
令和４年度京都農林水産総合
庁舎冷温水機設備保守業務

令和4年1月18日
川重冷熱工業（株）京滋支
店

700,000

土地改良技術事務所
3次元点群処理ソフトウェアの
購入

令和4年1月21日 コンピュータ・システム（株） 195,000

近畿農政局
令和３年度京都農林水産総合
庁舎車庫シャッター改修工事

令和4年1月25日 （株）吉原工務店 1,738,000

加古川水系広域農業水利
施設総合管理所

消火器外11件購入 令和4年1月27日 オフィスモリタ 183,000

近畿農政局
外付けハードディスクデータ復
旧等業務

令和4年1月31日
プレンティグローバルリンク
ス株式会社

210,000

近畿農政局
スピーカー・アンプ内蔵型マイク
外購入

令和4年1月31日 京都通信特機株式会社 362,000

淀川水系土地改良調査管
理事務所

令和3年度土地改良施設用地
権利保全対策事業
加古川西部地区(西長町)不動
産表示登記業務

令和4年2月1日 土地家屋調査士法人幸陽 820,000

近畿農政局
令和4年度京都農林水産総合
庁舎入退館管理システム機器
点検及びセキュリティ対策業務

令和4年2月9日 （株）クマヒラ 890,000

近畿農政局 テーブル外購入 令和4年2月17日 株式会社上田屋 279,000

近畿農政局
令和3年度京都農林水産総合
庁舎昇降機セキュリティ対策工
事

令和4年2月17日 セコム株式会社 508,000

東条川二期農業水利事業
所

東条川二期農業水利事業所ク
リアファイル用リフィル外39 件
購入

令和4年2月21日 株式会社トステム 612,600

南近畿土地改良調査管理
事務所

令和4年度車両整備等請負業
務（単価契約）

令和4年2月28日 西本自動車工業 313,324

淀川水系土地改良調査管
理事務所

令和４年度淀川水系土地改良
調査管理事務所 一般廃棄物
収集運搬業務

令和4年2月24日 有限会社エヌズトランス 84,000

淀川水系土地改良調査管
理事務所

令和４年度淀川水系土地改良
調査管理事務所 プロパンガス
需給単価契約

令和4年2月24日 吉田ガスサービス株式会社 36,750

淀川水系土地改良調査管
理事務所

令和４年度淀川水系土地改良
調査管理事務所 庁舎等清掃
業務

令和4年2月24日
公益社団法人京都市シル
バー人材センター

851,736
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南近畿土地改良調査管理
事務所

令和4年度浄化槽維持管理業
務

令和4年3月1日 太陽企業株式会社 398,510

南近畿土地改良調査管理
事務所

令和4年度プロパンガス単価契
約

令和4年3月1日 北仙産業(株) 235,000

加古川水系広域農業水利
施設総合管理所

広幅デジタル複合機購入 令和4年3月3日 リコージャパン株式会社 894,600

南近畿土地改良調査管理
事務所

令和4年度庁舎等清掃業務 令和4年3月4日
公益財団法人大淀町シル
バー人材センター

529,650

東条川二期農業水利事業
所

令和4年度 東条川二期農業水
利事業所 庁舎等清掃業務

令和4年3月8日
株式会社オークスコーポ
レーション

149,400

土地改良技術事務所
令和 ４ 年度 土地改良技術事
務所 事業系廃棄物収集運搬
処分 業務

令和4年3月22日 有限会社エヌズトランス 192,000

土地改良技術事務所
令和 ４ 年度 土地改良技術事
務所 プロパンガス需給単価契

令和4年3月22日 吉田ガスサービス株式会社 25,242

南近畿土地改良調査管理
事務所

令和4年度十津川紀の川直轄
管理事業大迫ダム庁舎等清掃

令和4年3月23日
川上村シルバー人材セン
ター

394,440

加古川水系広域農業水利
施設総合管理所

令和４年度加古川水系広域農
業水利施設総合管理事業
呑吐ダムエレベータ保守点検
業務

令和4年3月23日
日本オーチス・エレベータ株
式会社

300,000

土地改良技術事務所
令和4年度土地改良技術事務
所 自動火災報知設備等保守
点検整備業務

令和4年3月25日 株式会社京津管理 63,000

湖東平野農業水利事業所
令和4年度近畿農政局湖東平
野農業水利事業所カラー電子
複合機1台保守

令和4年3月25日
コニカミノルタジャパン株式
会社

442,560

湖東平野農業水利事業所
令和4年度近畿農政局湖東平
野農業水利事業所湖北支所
フルカラー電子複合機1台保守

令和4年3月25日 株式会社No.１ 211,680

土地改良技術事務所
令和4年度土地改良技術事務
所 給水設備保守点検等業務

令和4年3月29日 株式会社ハヤシハウジング 105,000

土地改良技術事務所
 令和4年度土地改良技術事務
所 自家用電気設備保守点検

令和4年3月29日 日本電検株式会社 420,000


