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入札方式別発注案件(物品)一覧表【目次】

(平成31年4月１日～令和元年7月31日)
入札･契約方式 件数(件)

1 広報課 随意契約 1 1

2 会計課 随意契約 1 1

3 危機管理部 災害対策課 一般競争 1 1

4 総務調整課 一般競争 1 1

5 財政課 随意契約 1 1

6 ～ 8 自治振興課 随意契約 3 1

9 ～ 25 入札課 一般競争 17 1 ～ 2

26 政策企画部 情報政策課 一般競争 1 2

27 安心･安全まちづくり推進課 一般競争 1 2

28 ～ 29 公営企画課 一般競争 2 2

30 府営水道事務所 一般競争 1 2

31 文化スポーツ部 スポーツ施設整備課 一般競争 1 2

32 健康福祉総務課 一般競争 1 2 ～ 3

33 ～ 34 健康対策課 随意契約 2 3

35 医療課 一般競争 1 3

36 ～ 37 保健環境研究所 一般競争 2 3

38 農村振興課 一般競争 1 3

39 流通・ブランド戦略課 一般競争 1 3

40 畜産課 一般競争 1 3

41 ～ 43 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 3 3

44 教職員企画課 指名競争 1 3

45 特別支援教育課 一般競争 1 3 ～ 4

46 ～ 47 高校教育課 一般競争 2 4

48 一般競争 1 4

49 指名競争 1 4

50 ～ 51 府立図書館 一般競争 2 4

52 ～ 53 府立学校 一般競争 2 4

54 ～ 84 一般競争 31 4 ～ 6

85 ～ 88 随意契約 4 6

整理番号 発注機関名

府民環境部

健康福祉部

文化財保護課

ページ

知事直轄組織

警察本部 会計課

農林水産部

総務部

教育庁



入札方式別発注案件（物品）一覧表

整理
番号

発注機関名1 発注機関名2 入札方式 物品名 物品種別 所在地
契約金額
(税込)

落札率

1 知事直轄組織 広報課 随意契約 「きょうと府民だより点字版」印刷 一般印刷 府内 7,792,869 100.0%

1件

2 知事直轄組織 会計課 随意契約 京都府収入証紙 一般印刷 府内 10,273,222 100.0%

1件

3 危機管理部 災害対策課 一般競争 災害救助用粉ミルク（災害対策課） 消防・防災器具 府内 1,870,192 73.6%

1件

4 総務部 総務調整課 一般競争 郵便料金計器システム（総務調整課） 文房具・事務機器 府外 1,933,200 81.0%

1件

5 総務部 財政課 随意契約 「京都府議会議案」の印刷及び製本 軽印刷、製本 府内 4,881,402 100.0%

1件

6 総務部 自治振興課 随意契約 投票用紙（参院選） 一般印刷 - 18,812,422 100.0%

7 総務部 自治振興課 随意契約 選挙公報（参院選） 一般印刷 府内 28,026,000 100.0%

8 総務部 自治振興課 随意契約 選挙のお知らせ（点字・音声版） 一般印刷 - 4,796,200 100.0%

3件

9 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【前期】（文房具・京都市内・グループ１（付箋紙　大　他）） 文房具・事務機器 府内 1,266,180 31.5%

10 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【前期】（文房具・京都市内・グループ２（ガチャック大　他）） 文房具・事務機器 府内 367,350 20.7%

11 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【前期】（文房具・京都市内・グループ３（合成糊　他）） 文房具・事務機器 府内 588,260 35.0%

12 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【前期】（文房具・京都市内・グループ５（蛍光ペン　他）） 文房具・事務機器 府内 988,420 40.9%

13 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【前期】（文房具・京都市内・グループ７（フラットファイル　他）） 文房具・事務機器 府内 794,460 23.7%

14 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【前期】（文房具・京都市内・グループ８（クリヤーブック　他）） 文房具・事務機器 府内 794,850 29.4%

15 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【前期】（文房具・京都市内・グループ１３（事務用回転椅子）） スチール家具 府内 820,000 25.9%

16 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【前期】（トナーカートリッジ・京都市内） コンピュータ・関連機器 府内 2,963,520 46.7%
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入札方式別発注案件（物品）一覧表

整理
番号

発注機関名1 発注機関名2 入札方式 物品名 物品種別 所在地
契約金額
(税込)

落札率

17 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【前期】（トナーカートリッジ・山城管内） コンピュータ・関連機器 府内 1,270,080 46.7%

18 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【前期】（電気製品・京都市内（ＤＶＤ－Ｒ　他） 電気機器 府内 703,700 17.8%

19 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品（複写機用紙・前期分・京都市内） 文房具・事務機器 府内 21,859,530 80.9%

20 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品（複写機用紙・前期分・山城管内） 文房具・事務機器 府内 7,833,540 94.7%

21 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品（複写機用紙・前期分・南丹管内） 文房具・事務機器 府内 3,874,990 97.4%

22 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品（複写機用紙・前期分・中丹管内） 文房具・事務機器 府内 5,336,380 96.7%

23 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品（複写機用紙・前期分・丹後管内） 文房具・事務機器 府内 4,338,710 96.7%

24 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品（更紙・前期分・京都市内） 文房具・事務機器 府内 2,364,950 87.8%

25 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品（更紙・前期分・山城管内） 文房具・事務機器 府内 2,407,300 87.1%

17件

26 政策企画部 情報政策課 一般競争 行政事務支援システム機器（モバイル型パソコン89台） 物品（レンタル・リース） 府外 28,207,630 98.8%

1件

27 府民環境部
安心・安全まちづくり
推進課

一般競争 遊泳区域標識（安心・安全まちづくり推進課） 看板・標識 府内 2,728,080 91.5%

1件

28 府民環境部 公営企画課 一般競争 水道用ポリ塩化アルミニウム（公営企画課・京都府営水道事務所） 薬品・衛生材料 府内 22,982,400 84.4%

29 府民環境部 公営企画課 一般競争 水道用次亜塩素酸ナトリウム（公営企画課・京都府営水道事務所） 薬品・衛生材料 府内 37,913,400 93.7%

2件

30 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 水道用粉末活性炭 薬品・衛生材料 府内 4,023,000 71.0%

1件

31 文化スポーツ部 スポーツ施設整備課 一般競争 再・サッカーゴール他（スポーツ施設整備課） スポーツ用品 府内 10,444,500 89.3%

1件

32 健康福祉部 健康福祉総務課 一般競争 研究設備（健康福祉総務課） 計測・理化学機械器具 府内 234,360,000 70.4%
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入札方式別発注案件（物品）一覧表

整理
番号

発注機関名1 発注機関名2 入札方式 物品名 物品種別 所在地
契約金額
(税込)

落札率

1件

33 健康福祉部 健康対策課 随意契約 抗インフルエンザウイルス薬（タミフル） 薬品・衛生材料 府外 37,686,000 100.0%

34 健康福祉部 健康対策課 随意契約 抗インフルエンザウイルス薬（イナビル） 薬品・衛生材料 府外 34,628,000 100.0%

2件

35 健康福祉部 医療課 一般競争 ヨウ化カリウム内服ゼリー（医療課） 薬品・衛生材料 府内 2,464,074 91.0%

1件

36 健康福祉部 保健環境研究所 一般競争 収納庫・ラック・机・イス等（保健環境研究所） スチール家具 府内 16,632,000 84.4%

37 健康福祉部 保健環境研究所 一般競争 平成３１年度　液体窒素（保健環境研究所） 薬品・衛生材料 府内 2,268,000 87.5%

2件

38 農林水産部 農村振興課 一般競争 小型貨物自動車（４ＷＤ）　（水産課、農村振興課） 車両(販売) 府内 2,741,040 90.3%

1件

39 農林水産部 流通・ブランド戦略課 一般競争 家畜運搬車（流通・ブランド戦略課） 車両(販売) 府内 9,775,700 88.9%

1件

40 農林水産部 畜産課 一般競争 クリオスタット（畜産課） 計測・理化学機械器具 府内 4,752,000 95.7%

1件

41 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 白灯油（流域下水道事務所：平成３１年度第１期） 燃料 府内 6,920,000 66.9%

42 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 白灯油（流域下水道事務所：平成３１年度第２期） 燃料 府内 14,990,400 72.2%

43 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 白灯油（流域下水道事務所：令和元年度第３期） 燃料 府外 9,600,000 62.1%

3件

44 教育庁 教職員企画課 指名競争 令和２年度京都府公立学校教員採用選考試験問題印刷 一般印刷 府内 4,021,056 71.2%

1件

45 教育庁 特別支援教育課 一般競争 スクールバス（特別支援教育課） 車両(販売) 府内 47,718,000 87.1%
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入札方式別発注案件（物品）一覧表

整理
番号

発注機関名1 発注機関名2 入札方式 物品名 物品種別 所在地
契約金額
(税込)

落札率

1件

46 教育庁 高校教育課 一般競争 一般印刷【京都府立高等学校スクールガイド２０１９（３０，０００部）】一式（高校教育課） 一般印刷 府内 1,965,600 73.4%

47 教育庁 高校教育課 一般競争 プロジェクタ等一式（高校教育課） コンピュータ・関連機器 府内 53,222,400 76.0%

2件

48 教育庁 文化財保護課 一般競争
一般印刷【国宝・重要文化財　知恩院本堂及び集會堂ほか２棟保存修理工事報告書（３００組）】一式（文化
財保護課）

一般印刷 府内 10,645,800 91.0%

1件

49 教育庁 文化財保護課 指名競争 重要文化財　本隆寺本堂ほか２棟保存修理工事（補足木材購入） 土木建築用資材 府内 7,018,000 64.2%

1件

50 教育庁 府立図書館 一般競争 図書 図書・教材 府外 21,839,999 98.0%

51 教育庁 府立図書館 一般競争 継続図書 図書・教材 府外 10,799,998 100.0%

2件

52 教育庁 府立学校 一般競争 理科実験機器（鴨沂高等学校） 計測・理化学機械器具 府内 2,530,440 96.8%

53 教育庁 府立学校 一般競争 板金レーザー加工実習装置（工業高等学校） その他の機械器具 府内 32,400,000 97.0%

2件

54 警察本部 会計課 一般競争 自動車レギュラーガソリンの購入 燃料 府外 15,616,800 94.7%

55 警察本部 会計課 一般競争 複写機用紙の購入 文房具 府内 8,057,134 92.8%

56 警察本部 会計課 一般競争 運転免許証更新時講習等に使用する教本の購入 図書・教材 府外 10,630,656 93.4%

57 警察本部 会計課 一般競争 運転免許証更新時講習等に使用する地方版資料の購入 図書・教材 府内 2,591,222 98.7%

58 警察本部 会計課 一般競争 油圧ショベルの購入 農業・土木用機械器具 府内 7,732,800 99.2%

59 警察本部 会計課 一般競争 連続写真用紙（シールタイプ）他 写真・映画 府内 19,108,353 96.7%

60 警察本部 会計課 一般競争 交通切符等 フォーム印刷 府内 4,010,580 99.7%

61 警察本部 会計課 一般競争 アルファ化米他 消防・防災器具 府外 2,737,152 84.6%
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入札方式別発注案件（物品）一覧表

整理
番号

発注機関名1 発注機関名2 入札方式 物品名 物品種別 所在地
契約金額
(税込)

落札率

62 警察本部 会計課 一般競争 レーダースピードメーター 警察用品 府外 5,097,600 100.0%

63 警察本部 会計課 一般競争 可搬式速度違反自動取締装置 警察用品 府外 20,088,000 100.0%

64 警察本部 会計課 一般競争 自動車レギュラーガソリンの購入 燃料 府内 15,085,440 88.1%

65 警察本部 会計課 一般競争 原動機付自転車の購入 車両 府外 2,803,248 92.1%

66 警察本部 会計課 一般競争 耐刃防護衣用外衣の購入 繊維製品 府内 3,028,492 92.4%

67 警察本部 会計課 一般競争 遺体保存用冷蔵庫 医療用器械器具 府内 2,278,800 99.3%

68 警察本部 会計課 一般競争 交番相談員被服 繊維製品 府内 2,391,552 87.9%

69 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官合服上衣、合服ズボンの購入 繊維用品 府内 6,263,946 85.6%

70 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官合活動服の購入 繊維用品 府内 1,808,352 90.5%

71 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官合ワイシャツの購入 繊維用品 府外 2,136,348 76.7%

72 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官冬服上衣他 繊維用品 府外 14,480,424 88.1%

73 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官冬活動服購入 繊維用品 府内 7,895,664 90.1%

74 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官冬ワイシャツ購入 繊維用品 府外 3,483,648 73.9%

75 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官及び女性警察官防寒服購入 繊維用品 府内 3,957,120 84.9%

76 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官夏帽子他の購入 繊維用品 府内 2,611,202 94.4%

77 警察本部 会計課 一般競争 女性警察官冬服上衣他の購入 繊維用品 府内 4,481,730 82.3%

78 警察本部 会計課 一般競争
ＩＰＲ形警察移動無線通信システム
固定用無線機（固定局）

電気機器 府内 2,106,000 100.0%

79 警察本部 会計課 一般競争
ＩＰＲ形警察移動無線通信システム
移動用無線機（車載）

電気機器 府内 39,686,760 98.8%

80 警察本部 会計課 一般競争
ＩＰＲ形警察移動無線通信システム
移動用無線機（携帯）

電気機器 府内 102,028,680 98.9%

81 警察本部 会計課 一般競争
ＩＰＲ形警察移動無線通信システム
携帯用無線機

電気機器 府外 6,532,920 100.0%

82 警察本部 会計課 一般競争
ＩＰＲ形警察移動無線通信システム
受令機

電気機器 府外 57,957,120 100.0%

83 警察本部 会計課 一般競争 小型視力検査装置（深視力付）の購入 警察用品 府外 1,717,200 100.0%
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入札方式別発注案件（物品）一覧表

整理
番号

発注機関名1 発注機関名2 入札方式 物品名 物品種別 所在地
契約金額
(税込)

落札率

84 警察本部 会計課 一般競争 保管場所標章 一般印刷 府外 6,480,000 100.0%

31件

85 警察本部 会計課 随意契約 平成31年度路側式道路標識の購入 看板・標識 府内 68,580,000 99.2%

86 警察本部 会計課 随意契約 IC運転免許証作成用材料 警察用品 府外 113,457,194 100.0%

87 警察本部 会計課 随意契約
レオナルド式Ａ１０９E型ヘリコプター用
バルブの購入

航空機 府外 4,348,864 90.0%

88 警察本部 会計課 随意契約
レオナルド式Ａ１０９E型ヘリコプター用
航空部品の購入

航空機 府外 1,700,461 89.9%

4件
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