
　京都市上下水道局総務部契約会計課は１日、市内の登録業者を対象に、経営事項審査の総合評定値及び上下水道局評価事項を基に点数を算定し、等級（ランク）に

区分する格付について、これまでの土木一式工事の格付に加え、令和４年度から舗装工事についても格付を実施し公表した。

　格付の対象期間は令和４年４月１日～令和５年３月31日。

　令和４年度の格付毎の業者数（カッコ内は前年度）をみると、土木一式工事は、▽Ａ１…39社（37社）▽Ａ２…38社（39社）▽Ｂ…31社（31社）

▽Ｃ１…21社（22社）▽Ｃ２…12社（16社）▽Ｄ１…36社（25社）▽Ｄ２…35社（42社）▽Ｅ１…34社（31社）▽Ｅ２…39社（40社）－となり計２８５社（２８３社）。

　舗装工事は、▽Ａ…25社▽Ｂ…35社▽Ｃ…31社－となり計91社。

　土木一式工事の等級別の発注標準（予定価格／消費税込）の範囲は、Ａ１が２億円以上、Ａ２が１億円以上２億円未満、Ｂが６０００万円以上１億円未満、

Ｃ１が４５００万円以上６０００万円未満、Ｃ２が３０００万円以上４５００万円未満、Ｄ１が２０００万円以上３０００万円未満、Ｄ２が１０００万円以上

２０００万円未満、Ｅ１が５００万円以上１０００万円未満、Ｅ２が５００万円未満。

　舗装工事の等級別の発注標準の範囲は、Ａが６０００万円以上、Ｂが１０００万円以上６０００万円未満、Ｃが１０００万円未満。

－－－－－－－－－－－－

　格付の方法は、格付対象種目に係る経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値に加え、上下水道局評価事項（14項目）を実績点数として評価し、

これらの総合点数に基づき、格付を行っている。

　実績点数の評価項目は、①上下水道局が発注した工事における直前６年７月間の年間平均施工高（３億円以上は69点、５０万円以上１００万円未満は２点等）

②上下水道局が発注した工事における直前10年７月間１件最高施工高（３億円以上は１３８点、５０万円以上１００万円未満は３点等）③上下水道局の

競争入札有資格者としての継続登録年数（51年以上は50点、４年以上６年未満は３点等）④技術者数（１級技術者は１人につき３点、２級技術者は１人につき２点、

その他技術者は１人につき１点）⑤ＩＳＯ９００１の取得（10点）⑥官公需適格組合（10点）⑦ＩＳＯ１４００１、ＫＥＳの取得（10点）⑧障害者法定雇用率の達成

（10点）⑨上下水道局との災害協定締結（10点）⑩「不当要求防止責任者講習」の受講（10点）⑪京都市消防団協力事業所の認定（10点）⑫次世代育成支援対策

（一般事業主行動計画の策定及び届出）（５点）⑬女性技術者の雇用（５点）⑭直前１年間の参加停止状況（△10点／月）。
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暁新日本建設㈱ Ａ１ 伏見区 ㈱高原組 Ｂ 山科区 ㈱河成 Ｄ２ 右京区 安清道路㈱ Ａ 伏見区
㈱朝日組 Ａ１ 東山区 ㈱竹田建設 Ｂ 伏見区 向陽建設工業 Ｄ２ 西京区 ㈱石川建設 Ａ 伏見区
㈱今井組 Ａ１ 北区 ㈲たなか Ｂ 左京区 小西建設 Ｄ２ 右京区 ㈱木下建工 Ａ 南区
㈱エイケン Ａ１ 左京区 ㈱田村建設 Ｂ 左京区 ㈲シーベル建設 Ｄ２ 西京区 木原建設㈱ Ａ 南区
㈱太田建設 Ａ１ 中京区 ㈱堂森組 Ｂ 北区 城南建設 Ｄ２ 南区 ㈱木原道路 Ａ 南区
㈱大前建設 Ａ１ 伏見区 東和スポーツ施設㈱ Ｂ 左京区 ㈲新栄建設 Ｄ２ 北区 コスモ建設工業㈱ Ａ 西京区
㈱岡野組 Ａ１ 左京区 ナガタ工業㈱ Ｂ 山科区 ㈱成義建設 Ｄ２ 南区 ㈲三栄建設 Ａ 伏見区
㈱長村組 Ａ１ 中京区 ㈲福田建材 Ｂ 伏見区 ㈱セキグチ・インダストリ Ｄ２ 西京区 白山道路建設㈱ Ａ 左京区
協栄建設㈱ Ａ１ 伏見区 ㈱道原建設 Ｂ 伏見区 ㈱ＺＥＰＨＹＲ Ｄ２ 伏見区 ㈱高嶋組 Ａ 伏見区
京都土木㈱ Ａ１ 西京区 山菱建設㈱ Ｂ 西京区 ㈲大顯工事 Ｄ２ 南区 ㈱玉井道路 Ａ 伏見区
ケイコン㈱ Ａ１ 伏見区 ㈱山村組 Ｂ 伏見区 大伸㈱ Ｄ２ 伏見区 ㈱塚本組 Ａ 東山区
公成建設㈱ Ａ１ 下京区 ㈱洛南工業 Ｂ 南区 高山建設㈱ Ｄ２ 右京区 ㈱テクノロード Ａ 東山区
㈱笹原建設 Ａ１ 南区 ㈱洛北産業 Ｂ 左京区 宝ヶ池建材㈱ Ｄ２ 左京区 ㈱中川道路 Ａ 伏見区
㈱城産組 Ａ１ 伏見区 ㈱上野建設 Ｃ１ 伏見区 ㈲Ｔ．Ｍ．Ｋ Ｄ２ 左京区 西本建設㈱ Ａ 伏見区
㈱昭和建設 Ａ１ 西京区 ㈲えびす建設 Ｃ１ 左京区 鳥羽興業㈲ Ｄ２ 南区 光工業㈱ Ａ 伏見区
㈱第一土木 Ａ１ 下京区 ㈲片山土木工業 Ｃ１ 伏見区 ㈱花背森口建設 Ｄ２ 左京区 丸林舗道㈱ Ａ 下京区
豊川工業㈱ Ａ１ 南区 近畿工管㈱ Ｃ１ 中京区 早河建設㈱ Ｄ２ 右京区 ㈱水原建設 Ａ 南区
㈱仁木総合建設 Ａ１ 伏見区 ㈲甲神建設 Ｃ１ 左京区 藤井産業 Ｄ２ 左京区 ㈱宮田工業 Ａ 南区
西山グリーン㈱ Ａ１ 西京区 ㈱シビル・アイ・エス Ｃ１ 左京区 ㈲都綜合建設 Ｄ２ 山科区 明清建設工業㈱ Ａ 南区
日新建工㈱ Ａ１ 左京区 神農建設 Ｃ１ 左京区 ㈱明和工業 Ｄ２ 伏見区 ㈱ＭＯＮＴ　ＢＬＡＮＣ Ａ 左京区
㈱広川組 Ａ１ 南区 ㈱田端工業 Ｃ１ 南区 山一建設工業㈱ Ｄ２ 南区 山口建設㈱ Ａ 伏見区
扶餘建設工業㈱ Ａ１ 右京区 土佐建設㈲ Ｃ１ 左京区 ㈱山雅建設 Ｄ２ 左京区 ㈱山富舗道 Ａ 左京区
㈱古瀬組 Ａ１ 下京区 ㈲西田組 Ｃ１ 右京区 ㈱青木組 Ｅ１ 南区 吉田建工㈱ Ａ 西京区
平安建設工業㈱ Ａ１ 左京区 西田建設工業㈱ Ｃ１ 山科区 ㈱新井建設工業 Ｅ１ 南区 ㈱吉田道路 Ａ 西京区
北辰工業㈱ Ａ１ 上京区 ㈱広光建設 Ｃ１ 南区 ㈱井上建設 Ｅ１ 右京区 ワールド建設工業㈱ Ａ 南区
㈱星建設 Ａ１ 東山区 ㈱ホクエイ Ｃ１ 左京区 ㈱上羽建設 Ｅ１ 西京区 ㈲新井商店 Ｂ 西京区
㈱本田建設 Ａ１ 北区 ㈱松山建設 Ｃ１ 西京区 永大興業㈱ Ｅ１ 山科区 ㈱英工 Ｂ 西京区
マスダ㈱ Ａ１ 右京区 ㈱丸恒建設 Ｃ１ 西京区 エムズプランニング㈱ Ｅ１ 南区 ㈱Ａ－ＰＬＵＳ Ｂ 伏見区
㈱益田組 Ａ１ 中京区 ㈲巳建設 Ｃ１ 左京区 ㈱金沢組 Ｅ１ 山科区 エぬケイ建設 Ｂ 伏見区
㈱増田組 Ａ１ 伏見区 ㈲三矢建設 Ｃ１ 伏見区 カミノ建設㈱ Ｅ１ 西京区 奥田工業㈱ Ｂ 山科区
㈱萬栄建設 Ａ１ 西京区 宮井土建 Ｃ１ 伏見区 ㈲上村建設工業 Ｅ１ 西京区 ㈱河建 Ｂ 伏見区
㈱都建設 Ａ１ 伏見区 宮建工業㈱ Ｃ１ 西京区 ㈲関厚土木 Ｅ１ 山科区 ㈲キッズ建設 Ｂ 伏見区
㈱村井建設 Ａ１ 伏見区 ㈱山田工務店 Ｃ１ 山科区 京北建設㈱ Ｅ１ 右京区 木原道路㈱ Ｂ 南区
㈱山崎組 Ａ１ 左京区 ㈱ワーク建設 Ｃ１ 西京区 ㈱ケイヨウ Ｅ１ 伏見区 京都体育施設㈱ Ｂ 伏見区
山品建設㈱ Ａ１ 西京区 池田耕建設㈱ Ｃ２ 伏見区 Ｋ－ＴＥＣ Ｅ１ 山科区 協和建設工業㈱ Ｂ 伏見区
㈱吉川組 Ａ１ 右京区 ㈲太秦建設工業 Ｃ２ 右京区 ㈱幸和建設 Ｅ１ 西京区 クラフトワーク㈱ Ｂ 伏見区
吉村建設工業㈱ Ａ１ 中京区 ㈱大髙 Ｃ２ 西京区 ㈲しげしん工業 Ｅ１ 南区 ㈱京北土木 Ｂ 右京区
㈱洛栄建設 Ａ１ 中京区 ㈲大伸建設興業 Ｃ２ 南区 ㈱清水工業 Ｅ１ 山科区 ㈱弘進道路 Ｂ 東山区
㈲洛陽建設 Ａ１ 伏見区 ㈲田村興業 Ｃ２ 左京区 （合）正建興業 Ｅ１ 西京区 ㈱コトネットエンジニアリング Ｂ 南区
㈱麻代工業 Ａ２ 伏見区 Ｔ－ＬＡＮＤ㈱ Ｃ２ 左京区 ㈱ＴＫコーポレーション Ｅ１ 山科区 ㈱こもり Ｂ 西京区
㈲アスカ Ａ２ 左京区 ㈱富永建設 Ｃ２ 伏見区 鳥越建設 Ｅ１ 山科区 ㈱三都 Ｂ 南区
綾本建設㈱ Ａ２ 北区 中尾建設㈱ Ｃ２ 西京区 ㈱ナカイチ工業 Ｅ１ 右京区 三洋道路㈱ Ｂ 南区
㈱荒木飼料店 Ａ２ 伏見区 ㈱森崎組 Ｃ２ 伏見区 ㈱中西組 Ｅ１ 伏見区 ㈱成都技建 Ｂ 南区
岩本建設㈱ Ａ２ 南区 ㈱山中組 Ｃ２ 左京区 ＮＩＳＳＨＡビジネスサービス Ｅ１ 中京区 太陽道路㈱ Ｂ 南区
㈱内田組 Ａ２ 右京区 ㈲山林建設 Ｃ２ 下京区 ㈱一建設 Ｅ１ 伏見区 ㈱タケキ・コーポレーション Ｂ 南区
㈱岡村建設 Ａ２ 左京区 ㈲ｌｉｇｈｔ Ｃ２ 下京区 林建工㈱ Ｅ１ 伏見区 忠英道路㈱ Ｂ 伏見区
㈲金山組 Ａ２ 右京区 浅井建設㈱ Ｄ１ 山科区 藤井建設 Ｅ１ 左京区 司建設㈱ Ｂ 中京区
木野山下建設㈱ Ａ２ 左京区 ㈱岩本建設 Ｄ１ 右京区 ㈱古原建設 Ｅ１ 左京区 ㈱道建 Ｂ 伏見区
㈱木原組 Ａ２ 西京区 ㈲永光 Ｄ１ 南区 ㈱松田組 Ｅ１ 南区 日東土木㈱ Ｂ 南区
㈱清瀬産業 Ａ２ 北区 片岡土木㈱ Ｄ１ 伏見区 ㈱みやぎ Ｅ１ 左京区 野村殖産 Ｂ 下京区
清原建設㈱ Ａ２ 西京区 河原建設工業㈱ Ｄ１ 西京区 村田組（村田　秀仁） Ｅ１ 左京区 ㈱藤健 Ｂ 西京区
㈲光竜建設 Ａ２ 南区 ㈱河村 Ｄ１ 南区 ㈱村田建設 Ｅ１ 左京区 ㈱藤田産業 Ｂ 伏見区
㈱斉藤建工 Ａ２ 西京区 木下吉工業㈱ Ｄ１ 伏見区 ㈱ヤマゴ Ｅ１ 左京区 ㈲ＨＯＵＥＩ Ｂ 伏見区
㈱伸高建設 Ａ２ 南区 京栄建工㈱ Ｄ１ 右京区 ㈲山清 Ｅ１ 西京区 ㈱ＭＡＸ Ｂ 伏見区
㈱大安組 Ａ２ 左京区 ㈲共栄建設 Ｄ１ 西京区 山村土木興業㈱ Ｅ１ 左京区 ㈱松本組 Ｂ 伏見区
武村建設㈱ Ａ２ 右京区 京都西山建設業㈿ Ｄ１ 西京区 ㈱ワタナベ総建 Ｅ１ 右京区 松本建設㈱ Ｂ 伏見区
㈱忠英建設 Ａ２ 伏見区 京都部落建設業者㈿ Ｄ１ 左京区 ㈱アイワーク Ｅ２ 伏見区 丸林建設工業㈱ Ｂ 山科区
㈱トーカイ建設 Ａ２ 山科区 ＧＯＫＥＮ㈱ Ｄ１ 山科区 ㈲アドック Ｅ２ 伏見区 ㈱光山建設 Ｂ 右京区
㈱トリヤマ Ａ２ 南区 ㈱コスモテック Ｄ１ 山科区 石山工業㈱ Ｅ２ 伏見区 森口土建工業㈱ Ｂ 西京区
㈱長本建設 Ａ２ 左京区 ㈱下田建設 Ｄ１ 上京区 ㈱一都 Ｅ２ 北区 ㈱理建 Ｂ 伏見区
成山建設㈱ Ａ２ 北区 ㈱大日土木 Ｄ１ 南区 ㈱ＵＣＨＩＤＡ Ｅ２ 伏見区 ㈲池内鉄建 Ｃ 南区
㈱ＮＩＳＨＩＭＵＲＡ Ａ２ 右京区 ㈲太豊 Ｄ１ 西京区 岡山建設 Ｅ２ 左京区 勇土建㈱ Ｃ 伏見区
橋元建設㈱ Ａ２ 右京区 髙野建設㈱ Ｄ１ 南区 上鳥羽建設㈿ Ｅ２ 南区 ㈱イチカ道路 Ｃ 伏見区
㈱福本建設 Ａ２ 左京区 ㈱武弘産業 Ｄ１ 右京区 ㈱キャリーエッジ Ｅ２ 西京区 ㈲市川組 Ｃ 右京区
㈱古川建設 Ａ２ 西京区 ㈱竹山建設 Ｄ１ 北区 ㈲ＫＹＯＥＩ　ＥＣＯ Ｅ２ 伏見区 ㈱恵比寿屋 Ｃ 南区
㈱星山建設 Ａ２ 南区 田原建設㈱ Ｄ１ 西京区 京都開発フジモト工業㈱ Ｅ２ 南区 ㈱オーク Ｃ 西京区
㈱丸共建設 Ａ２ 伏見区 ㈱堤工業 Ｄ１ 左京区 ㈱京都西山組 Ｅ２ 西京区 ㈲岡村建設 Ｃ 山科区
㈱丸虎組 Ａ２ 左京区 中井工業㈱ Ｄ１ 左京区 ㈱京和建設 Ｅ２ 伏見区 ㈲小川建設 Ｃ 伏見区
水口建設㈱ Ａ２ 右京区 中辻造園土木工業㈱ Ｄ１ 左京区 Ｋ．ＴＲＵＳＴ Ｅ２ 南区 ㈲カヤマ Ｃ 伏見区
㈱ミナミ工業 Ａ２ 伏見区 光建設㈱ Ｄ１ 下京区 ケービルド㈱ Ｅ２ 山科区 ㈱北村建設 Ｃ 伏見区
宮城建設㈱ Ａ２ 左京区 福田建設工業㈱ Ｄ１ 南区 ㈱賢真建設 Ｅ２ 伏見区 近畿安全施設㈱ Ｃ 西京区
㈱山口建設 Ａ２ 左京区 ㈲藤谷工務店 Ｄ１ 南区 功起建設㈱ Ｅ２ 中京区 ㈱近代工業 Ｃ 南区
㈱山下組 Ａ２ 左京区 ㈱松本工業 Ｄ１ 左京区 ㈱コスモ技建 Ｅ２ 西京区 巧成建設 Ｃ 右京区
㈱山本建設 Ａ２ 伏見区 三島建設㈲ Ｄ１ 左京区 ㈱サークルエフ Ｅ２ 伏見区 三藤建設㈱ Ｃ 南区
㈲ユウキ Ａ２ 左京区 ㈱南山建設 Ｄ１ 伏見区 ㈱シロタ建設 Ｅ２ 山科区 ㈱篠原建工 Ｃ 右京区
洛西建設工業㈱ Ａ２ 右京区 ㈱明寿建設 Ｄ１ 西京区 ㈱シンセイ Ｅ２ 右京区 ㈲島山建設 Ｃ 右京区
㈱洛東相互建設 Ａ２ 左京区 ㈲八木工業 Ｄ１ 山科区 シンノ工業㈱ Ｅ２ 南区 白河建設㈱ Ｃ 南区
㈱アルプス Ｂ 左京区 山川土木工業㈱ Ｄ１ 伏見区 鈴木土建工業 Ｅ２ 伏見区 ㈲富田興業 Ｃ 伏見区
㈱井上土建 Ｂ 左京区 山崎開発㈱ Ｄ１ 左京区 ㈲清毅産業 Ｅ２ 山科区 富山技建㈱ Ｃ 伏見区
㈱大木建設 Ｂ 北区 山城建設事業㈿ Ｄ１ 北区 清高建設㈱ Ｅ２ 伏見区 ㈱ネオ Ｃ 山科区
㈲大広建設 Ｂ 左京区 大和エンジニアズ㈱ Ｄ１ 右京区 ㈲総合技建 Ｅ２ 西京区 林工業㈱ Ｃ 伏見区
勝山土木㈱ Ｂ 伏見区 ㈱ＹＴ Ｄ１ 伏見区 大建（大島　源二郎） Ｅ２ 南区 光アスコン㈱ Ｃ 伏見区
㈱岸組 Ｂ 伏見区 ㈲アロー工業 Ｄ２ 北区 ㈲大宝 Ｅ２ 南区 平山産業 Ｃ 伏見区
京都遺跡サービス㈱ Ｂ 伏見区 ㈱一立工業 Ｄ２ 右京区 谷寅建設 Ｅ２ 伏見区 ㈲プラム建工 Ｃ 右京区
京都土木㈿ Ｂ 中京区 ㈲井上工業 Ｄ２ 左京区 翔建創 Ｅ２ 伏見区 不破建設㈱ Ｃ 右京区
協和建設㈱ Ｂ 右京区 岩本重機建設 Ｄ２ 南区 ㈲中大路建工 Ｅ２ 左京区 ㈱水原舗道 Ｃ 南区
㈲蔵前建設 Ｂ 山科区 永機建設㈱ Ｄ２ 伏見区 長本興業 Ｅ２ 左京区 ㈱宮工建 Ｃ 南区
㈲紘基建設工業 Ｂ 左京区 ㈱エクスリーイワモト Ｄ２ 南区 西三条建設業㈿ Ｅ２ 下京区 都道路㈱ Ｃ 伏見区
㈱小林工務店 Ｂ 左京区 ㈱エル・アイ・シー Ｄ２ 南区 ハズイ工業 Ｅ２ 北区 ムゲンアップライズ㈱ Ｃ 左京区
㈲栄建設 Ｂ 伏見区 ㈱奥建 Ｄ２ 左京区 ㈱ＨＩＴＯＫＩ Ｅ２ 山科区 ㈲ゆたか建設 Ｃ 南区
㈱嶋岡組 Ｂ 南区 小野建設㈱ Ｄ２ 右京区 ㈱藤代公建設 Ｅ２ 山科区 良成建設㈱ Ｃ 右京区
成歓建設工業㈱ Ｂ 伏見区 ㈱オレガ Ｄ２ 中京区 伏見クリエイト㈱ Ｅ２ 伏見区
㈲精光建設 Ｂ 北区 ㈲勝美組 Ｄ２ 左京区 ㈲みやこ建設 Ｅ２ 上京区
㈱瀬戸工務店 Ｂ 左京区 ㈱乾容工業 Ｄ２ 伏見区 雄建 Ｅ２ 北区
㈲大黒建設 Ｂ 左京区 ㈱向建 Ｄ２ 西京区 ㈱ユージ Ｅ２ 伏見区

土木一式工事 舗装工事


