
（様式２）
令和２年度文化・教育・くらし創造部所管工事発注見通し（１月公表分）

発注機関：文化財保存事務所

整理番号 工事名称 工事期間 工事種別 工　事　概　要
入札及び契
約の方法

入札を行う時期 備　　考

1
国宝薬師寺東塔基壇外部化粧石組立てほか
工事

約５ヶ月 石工事

東塔基壇外装組み立て
東塔基壇上面（外部）切石敷設
東塔基壇石階組み立て
東塔基壇側溝・排水路整備
参道ほか石敷き敷設替え・復旧
周辺盛り土整地・芝張り

一般 第１四半期 発注済

2 国宝薬師寺東塔仮設事務所解体ほか工事 約３ヶ月 仮設工事

工事事務所・休憩所解体撤去
電気設備撤去
ガス・給排水設備撤去
事務所外構舗装撤去

一般 第２四半期 発注済

3 称念寺対面所素屋根解体工事 約１ヵ月 建築一式
単価組、屋根カラー波板、壁面メッシュシート
の称念寺対面所覆い屋の解体、壁面積約300
㎡、屋根面積約200㎡

一般 第１四半期 発注済

4 称念寺客殿・庫裏復旧工事 約14ヵ月 建築一式

解体した橿原市指定文化財称念寺客殿・庫裏
の復旧、木造、建築面積約230㎡、仮設工事、
基礎工事、木工事、左官工事（内部仕上げは
除く）。

一般 第１四半期 発注済

5 称念寺本堂　塗装工事 約９ヵ月 塗装工事
本堂内陣、彩色約27㎡、漆塗約85㎡の塗装工
事

一般 第１四半期 発注済

6 称念寺客殿・庫裏屋根工事（第１期） 約４ヵ月 屋根工事
入母屋造り、本瓦葺き、屋根面積約330㎡の瓦
選別、仮合わせ、土居葺き

指名 第３四半期 発注済

7 称念寺本堂　建具工事 約６ヵ月 建具工事
本堂内部、襖８枚修理、腰障子２枚修理、板戸
２枚新調

一般 第２四半期 発注済

8
重要文化財薬師寺休岡若宮社社殿
檜皮葺屋根葺替等工事

約１０ヶ月 屋根工事
薬師寺休岡若宮社の檜皮葺屋根葺ほか工事
屋根面積15㎡

一般 第１四半期 発注済

9
重要文化財 法隆寺東院礼堂 屋根本瓦葺工
事

約７ヶ月 屋根工事
屋根葺工事
屋根面積　A＝３９２ｍ２

一般 第３四半期 取り消し

10 重要文化財 法隆寺東院礼堂 塗装工事 約９ヶ月 塗装工事
塗装補修工事
塗装面積　A＝３８０ｍ２

一般 第３四半期 取り消し

11 重要文化財 法隆寺東院礼堂 左官工事 約６ヶ月 左官工事
漆喰壁および亀腹補修工事
漆喰壁補修面積　A＝８１ｍ２
亀腹補修面積　　A＝３７ｍ２

指名 第３四半期 取り消し

12 重要文化財 法隆寺東院礼堂 仮設解体工事 約３ヶ月 仮設工事
素屋根解体工事
素屋根面積　A＝５７０ｍ２

一般 第３四半期 取り消し

13
国宝金峯山寺二王門
仮設倉庫等建設工事

約４ヶ月 仮設工事
仮囲い・敷地舗装：約１０００㎡
仮設倉庫：約２００㎡
設備工事：電気・水道

一般 第２四半期 発注済

14 重要文化財 旧一乗院電気設備工事 １ヶ月 電気設備
旧一乗院宸殿、殿上及び玄関の電気設備設
置

一般 第1四半期 取り消し

工　事　場　所

薬師寺
（奈良市西ノ京町）

薬師寺
（奈良市西ノ京町）

称念寺
（橿原市今井町）

称念寺
（橿原市今井町）

称念寺
（橿原市今井町）

称念寺
（橿原市今井町）

称念寺
（橿原市今井町）

薬師寺
（奈良市西ノ京町）

法隆寺
（斑鳩町法隆寺）

法隆寺
（斑鳩町法隆寺）

法隆寺
（斑鳩町法隆寺）

法隆寺
（斑鳩町法隆寺）

金峯山寺
（吉野郡吉野町吉野山）

唐招提寺
（奈良市五条町）



（様式２）
令和２年度文化・教育・くらし創造部所管工事発注見通し（１月公表分）

発注機関：文化財保存事務所
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15 重要文化財 旧一乗院素屋根移設工事 3ヶ月 建築一式
旧一乗院宸殿の素屋根を解体し、旧一乗院殿
上及び玄関の素屋根を建設する

一般 第1四半期 発注済

16 重要文化財 石上神宮楼門屋根葺替工事 4ヶ月 屋根工事 石上神宮楼門の素屋根掛け払い、屋根葺替 一般 第1四半期 発注済

17 重要文化財 石上神宮拝殿素屋根建設工事 2ヶ月 建築一式 石上神宮拝殿の素屋根を建設する 一般 第３四半期 発注済

18 當麻寺出張所共通仮設解体工事 約１ヶ月 建築一式
プレハブ３棟解体、各種設備撤去、進入路復
旧

一般 第１四半期 発注済

19 橿原神宮出張所共通仮設工事 約２ヶ月 建築一式
プレハブ３棟建設、各種設備設置、仮囲い建
設

一般 第２四半期 発注済

20
重要文化財 長岳寺旧地蔵院庫裏屋根葺替等
工事

約６ヶ月 建築一式 杉皮葺屋根葺替、素屋根建設解体、雨樋新調 一般 第２四半期 発注済

21
重要文化財 高山八幡宮本殿 屋根檜皮葺工
事

約５ヶ月 屋根工事 重要文化財高山八幡宮本殿の檜皮葺を行う 一般 第１四半期 発注済

22 重要文化財 高山八幡宮本殿 彩色塗装工事 約６ヶ月 塗装工事 重要文化財高山八幡宮本殿の塗装工事を行う 一般 第１四半期 発注済

23
重要文化財 高山八幡宮本殿 仮設物復旧工
事

約２ヶ月 仮設工事 仮設搬入路撤去及び境内の現状復旧を行う 一般 第３四半期 発注済

24
重要文化財　旧一乗院宸殿（唐招提寺御影
堂）張壁工事（第１期）

約２ヶ月 内装工事
重要文化財　旧一乗院宸殿の張壁工事を行
う。

指名 第３四半期 新規・発注済

唐招提寺
（奈良市五条町）

石上神宮
（天理市布留町）

石上神宮
（天理市布留町）

當麻寺
（葛城市當麻）

橿原神宮
（橿原市久米町）

長岳寺
（天理市柳本町）

高山八幡宮
（生駒市高山町）

高山八幡宮
（生駒市高山町）

唐招提寺
（奈良市五条町）

高山八幡宮
（生駒市高山町）


