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入札方式別発注案件(物品)一覧表【目次】

(令和元年8月１日～令和元年11月30日)
入札･契約方式 件数(件)

1 危機管理部 災害対策課 一般競争 1 1
2 ～ 22 総務部 入札課 一般競争 21 1

23 一般競争 1 1

24 ～ 25 随意契約 2 2

26 計画推進課 一般競争 1 2

27 人権啓発推進室 一般競争 1 2

28 環境管理課 一般競争 1 2

29 ～ 31 府営水道事務所 一般競争 3 2

32 ～ 33 公営企業管理事務所 一般競争 2 2

34 文化政策室 一般競争 1 2

35 ～ 44 スポーツ施設整備課 一般競争 10 2 ～ 3

45 府立体育館 随意契約 1 3

46 健康福祉総務課 一般競争 1 3

47 地域福祉推進課 一般競争 1 3

48 ～ 51 障害者支援課 一般競争 4 3

52 ～ 60 保健環境研究所 一般競争 9 3

61 中小企業技術センター 一般競争 1 3

62 織物・機械金属振興センター 一般競争 1 4

63 京都高等技術専門校 一般競争 1 4

64 ～ 65 陶工高等技術専門校 一般競争 2 4

66 福知山高等技術専門校 一般競争 1 4

67 畜産課 一般競争 1 4

68 生物資源研究センター 一般競争 1 4

69 ～ 71 道路計画課 一般競争 3 4

72 都市計画課 一般競争 1 4

73 ～ 76 流域下水道事務所 一般競争 4 4

77
商工労働観光
部・建設交通部

港湾局港湾企画課 一般競争 1 4

78 山城広域振興局 山城北土木事務所 一般競争 1 5
79 ～ 80 南丹広域振興局 南丹土木事務所 一般競争 2 5

81 ～ 82 中丹東土木事務所 一般競争 2 5

83 ～ 85 中丹西土木事務所 一般競争 3 5

86 ～ 89 丹後広域振興局 丹後土木事務所 一般競争 4 5

90 ～ 93 文化財保護課 指名競争 4 5

94 ～ 115 府立学校 一般競争 22 5 ～ 6

116 ～ 138 一般競争 23 6 ～ 7

139 随意契約 1 7

商工労働観光部

農林水産部

建設交通部

警察本部 会計課

中丹広域振興局

教育庁

整理番号 発注機関名 ページ

情報政策課
政策企画部

府民環境部

文化スポーツ部

健康福祉部



入札方式別発注案件（物品）一覧表

No 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 危機管理部 災害対策課 一般競争 アルファ化米（梅がゆ）（災害対策課） 消防・防災器具 府内 3,295,080 75.3%

1件

2 総務部 入札課 一般競争 令和元年度単価契約用品【後期】（文房具・山城管内・グループ６（フラットファイル　他）） 文房具・事務機器 府内 500,760 26.0%

3 総務部 入札課 一般競争 令和元年度単価契約用品【後期】（電気製品・京都市内（ＤＶＤ－Ｒ　他） 電気機器 府内 1,102,000 17.2%

4 総務部 入札課 一般競争 令和元度単価契約用品【後期】（電気製品・山城管内（ＤＶＤ－Ｒ　他）） 電気機器 府内 261,500 16.3%

5 総務部 入札課 一般競争 令和元年度単価契約用品【後期】（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 3,018,400 46.7%

6 総務部 入札課 一般競争 令和元年度単価契約用品【後期】（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 1,724,800 46.7%

7 総務部 入札課 一般競争 令和元年度単価契約用品（雑貨品・京都市内・グループ１（紙袋））【後期】 荒物・雑貨 府内 568,880 33.4%

8 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【後期】（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 1,670,730 31.5%

9 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【後期】（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 421,260 18.0%

10 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【後期】（文房具・京都市内・グループ４（ガムテープ　他）） 文房具・事務機器 府内 738,660 45.2%

11 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【後期】（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 1,170,420 40.9%

12 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【後期】（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 899,340 23.9%

13 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【後期】（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 1,001,580 28.3%

14 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品【後期】（文房具・京都市内・グループ１３（事務用回転椅子）） 文房具・事務機器 府内 1,082,400 24.5%

15 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・後期分・山城管内） 文房具・事務機器 府内 8,641,220 75.4%

16 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・後期分・南丹管内） 文房具・事務機器 府内 4,377,360 77.5%

17 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・後期分・中丹管内） 文房具・事務機器 府内 6,328,510 77.0%

18 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・後期分・丹後管内） 文房具・事務機器 府内 3,688,960 76.4%

19 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品（更紙・後期分・京都市内） 文房具・事務機器 府内 2,377,490 86.3%

20 総務部 入札課 一般競争 平成３１年度単価契約用品（更紙・後期分・山城管内） 文房具・事務機器 府内 2,457,510 85.8%

21 総務部 入札課 一般競争 令和元年度単価契約用品（複写機用紙・後期分・京都市内） 11 文具・事務機器類 府内 22,277,270 74.7%

22 総務部 入札課 一般競争 令和元年度単価契約用品【後期】（事務用封筒） 11 文具・事務機器類 府内 1,552,100 52.6%

21件

23 政策企画部 情報政策課 一般競争 ノート型パソコン　　2,334台 コンピュータ・関連機器他 府外 283,653,480 71.6%

1件

1
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No 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
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24 政策企画部 情報政策課 随意契約 メモリ（行政事務支援端末用） コンピュータ・関連機器他 府内 7,722,000 100.0%

25 政策企画部 情報政策課 随意契約 メモリ（個人番号利用事務端末用） コンピュータ・関連機器他 府内 3,514,500 100.0%

2件

26 政策企画部 計画推進課 一般競争 一般印刷【京都府総合計画冊子　詳細版（２，５００部）・概要版（２５，０００部）】一式（計画推進課） 1 印刷・製本 府内 4,279,000 85.6%

1件

27 府民環境部 人権啓発推進室 一般競争 人権啓発マイクロファイバークロス（人権啓発推進室） 14 日用雑貨・百貨類 府内 1,478,400 58.2%

1件

28 府民環境部 環境管理課 一般競争 携帯型アスベストアナライザー（環境管理課） 計測・理化学機械器具 府内 7,776,000 100.0%

1件

29 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 ポンプ付給水タンク 消防・防災器具 府外 2,640,000 98.2%

30 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 水質計器部品 計測・理化学機器 府内 8,404,099 98.1%

31 府民環境部 府営水道事務所 一般競争 クリーンベンチ 計測・理化学機器 府内 1,793,000 93.1%

3件

32 府民環境部 公営企業管理事務所 一般競争 公営企業管理事務所で使用する電力調達 電力 府外 38,347,717 95.0%

33 府民環境部 公営企業管理事務所 一般競争 綾部中継ポンプ場で使用する電力調達 電力 府外 4,172,931 85.3%

2件

34 文化スポーツ部 文化政策室 一般競争 舞台吊物機構　幕地（文化政策課） 7 家具 府内 4,316,004 60.0%

1件

35 文化スポーツ部 スポーツ施設整備課 一般競争 芝生保護材（スポーツ施設整備課） 12 楽器・スポーツ用品 府外 158,400,000 90.9%

36 文化スポーツ部 スポーツ施設整備課 一般競争 運営家具（スポーツ施設整備課） 7 家具 府内 8,173,000 76.4%

37 文化スポーツ部 スポーツ施設整備課 一般競争 医療品（スポーツ施設整備課） 8 薬品・理化学機器類 府内 8,031,100 77.7%

38 文化スポーツ部 スポーツ施設整備課 一般競争 審判員ベンチ他（スポーツ施設整備課） 12 楽器・スポーツ用品 府内 5,555,000 85.0%

39 文化スポーツ部 スポーツ施設整備課 一般競争 製氷機他（スポーツ施設整備課） 4 機械器具類 府内 3,476,000 80.8%

40 文化スポーツ部 スポーツ施設整備課 一般競争 電化製品（スポーツ施設整備課） 6 電気・通信機器類 府内 8,612,780 69.8%

41 文化スポーツ部 スポーツ施設整備課 一般競争 ＶＩＰ家具（スポーツ施設整備課） 7 家具 府内 14,520,000 60.1%

42 文化スポーツ部 スポーツ施設整備課 一般競争 スカイボックス家具（スポーツ施設整備課） 7 家具 府内 8,204,900 64.1%
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43 文化スポーツ部 スポーツ施設整備課 一般競争 ポータブルステージ他（スポーツ施設整備課） 7 家具 府内 3,054,810 80.7%

44 文化スポーツ部 スポーツ施設整備課 一般競争 スチール家具（スポーツ施設整備課） 7 家具 府内 13,957,900 52.9%

10件

45 文化スポーツ部 府立体育館 随意契約 つり下げ式バスケットゴール スポーツ用品 府内 3,811,500 94.4%

1件

46 健康福祉部 健康福祉総務課 一般競争 検査機器（健康福祉総務課） 8 薬品・理化学機器類 府内 67,322,880 99.0%

1件

47 健康福祉部 地域福祉推進課 一般競争 民生委員・児童委員退職者記念品（銀杯）７００個（地域福祉推進課） 14 日用雑貨・百貨類 府内 1,732,500 75.0%

1件

48 健康福祉部 障害者支援課 一般競争 全自動散薬分包機（障害者支援課） 医療用機械器具 府内 1,944,000 100.0%

49 健康福祉部 障害者支援課 一般競争 Ｘ線天井走行システム（障害者支援課） 8 薬品・理化学機器類 府内 3,024,000 100.0%

50 健康福祉部 障害者支援課 一般競争 三次元動作計測システム（障害者支援課） 8 薬品・理化学機器類 府内 2,592,000 94.5%

51 健康福祉部 障害者支援課 一般競争 圧力分布測定装置（障害者支援課） 8 薬品・理化学機器類 府内 2,530,000 88.5%

4件

52 健康福祉部 保健環境研究所 一般競争 リアルタイムＰＣＲシステム（保健環境研究所） 8 薬品・理化学機器類 府内 6,208,920 78.9%

53 健康福祉部 保健環境研究所 一般競争 高速液体クロマトグラフ（保健環境研究所） 8 薬品・理化学機器類 府内 7,635,600 91.3%

54 健康福祉部 保健環境研究所 一般競争 超純水製造装置等（保健環境研究所） 8 薬品・理化学機器類 府内 8,247,960 93.7%

55 健康福祉部 保健環境研究所 一般競争 二酸化硫黄自動計測器（保健環境研究所） 8 薬品・理化学機器類 府内 1,417,680 43.4%

56 健康福祉部 保健環境研究所 一般競争 大型水盤（保健環境研究所） 8 薬品・理化学機器類 府外 1,808,950 67.1%

57 健康福祉部 保健環境研究所 一般競争 雨雪量観測システム（保健環境研究所） 8 薬品・理化学機器類 府外 710,600 28.4%

58 健康福祉部 保健環境研究所 一般競争 オキシダント自動計測器（保健環境研究所） 8 薬品・理化学機器類 府内 2,035,000 36.0%

59 健康福祉部 保健環境研究所 一般競争 低バックグラウンドβ線自動測定装置（保健環境研究所） 8 薬品・理化学機器類 府内 6,600,000 81.9%

60 健康福祉部 保健環境研究所 一般競争 ガスクロマトグラフ質量分析計（保健環境研究所） 8 薬品・理化学機器類 府内 24,310,000 86.7%

9件

61 商工労働観光部
中小企業技術セン
ター

一般競争 ナノサーチ複合型顕微鏡（中小企業技術センター） 8 薬品・理化学機器類 府内 44,979,000 100.0%

1件

3
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62 商工労働観光部
織物・機械金属振興
センター

一般競争 サンプル整経機（織物・機械金属振興センター） 4 機械器具類 府外 31,900,000 99.7%

1件

63 商工労働観光部 京都高等技術専門校 一般競争 小型彫刻機（京都高等技術専門校） 4 機械器具類 府内 1,756,080 95.0%

1件

64 商工労働観光部 陶工高等技術専門校 一般競争 電動ロクロ（陶工高等技術専門校） 4 機械器具類 府内 3,440,800 87.6%

65 商工労働観光部 陶工高等技術専門校 一般競争 窯業用フィルタープレス等（陶工高等技術専門校） 4 機械器具類 府内 9,900,000 98.9%

2件

66 商工労働観光部
福知山高等技術専門
校

一般競争 ディーゼルエンジン作業実習装置（福知山高等技術専門校） 5 車両・船舶類 府内 1,826,000 81.2%

1件

67 農林水産部 畜産課 一般競争 内袋付きフレキシブルコンテナバッグ（畜産課） 8 薬品・理化学機器類 府内 1,320,000 63.2%

1件

68 農林水産部
生物資源研究セン
ター

一般競争 白灯油（生物資源研究センター：令和元年度第５期） 9 燃料類 府内 1,897,500 72.1%

1件

69 建設交通部 道路計画課 一般競争 除雪ドーザ（道路計画課） 5 車両・船舶類 府内 55,704,000 85.3%

70 建設交通部 道路計画課 一般競争 除雪グレーダ（道路計画課） 5 車両・船舶類 府内 25,025,000 85.1%

71 建設交通部 道路計画課 一般競争 除雪ドーザ（道路計画課） 5 車両・船舶類 府内 19,668,000 90.3%

3件

72 建設交通部 都市計画課 一般競争 折り畳み式バスケットゴール（都市計画課） 12 楽器・スポーツ用品 府内 5,893,800 98.7%

1件

73 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４期） 9 燃料類 府外 7,205,000 68.7%

74 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５期） 9 燃料類 府内 11,005,500 69.7%

75 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 ケルダール窒素迅速蒸留装置 計測・理化学機械器具 府内 1,837,000 97.3%

76 建設交通部 流域下水道事務所 一般競争 自動滴定装置 計測・理化学機械器具 府内 2,178,000 92.5%

4件

77
商工労働観光部・
建設交通部

港湾局港湾企画課 一般競争 液状凍結防止剤（カマグＧ）（港湾局）
15 土木建築・農林水産
業用資材

府外 1,600,500 100.0%

1件
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78 山城広域振興局
山城北土木事務所
（建設部）

一般競争 凍結防止剤（塩化カルシウム）（山城北土木事務所）
15 土木建築・農林水産
業用資材

府内 1,452,000 78.6%

1件

79 南丹広域振興局
南丹土木事務所（建
設部）

一般競争 凍結防止剤（塩化ナトリウム）（南丹土木事務所）
15 土木建築・農林水産
業用資材

府内 57,623,800 89.4%

80 南丹広域振興局
南丹土木事務所（建
設部）

一般競争 液状凍結防止剤（カマグＧ）（南丹土木事務所）
15 土木建築・農林水産
業用資材

府外 7,722,000 100.0%

2件

81 中丹広域振興局
中丹東土木事務所
（建設部）

一般競争 凍結防止剤（塩化ナトリウム）（中丹東土木事務所）
15 土木建築・農林水産
業用資材

府内 18,447,000 87.3%

82 中丹広域振興局
中丹東土木事務所
（建設部）

一般競争 凍結防止剤（塩化カルシウム）（中丹東土木事務所）
15 土木建築・農林水産
業用資材

府内 1,966,900 98.2%

2件

83 中丹広域振興局
中丹西土木事務所
（建設部）

一般競争 凍結防止剤（塩化ナトリウム）（中丹西土木事務所）
15 土木建築・農林水産
業用資材

府内 25,916,000 86.7%

84 中丹広域振興局
中丹西土木事務所
（建設部）

一般競争 液状凍結防止剤（カマグＧ）（中丹西土木事務所）
15 土木建築・農林水産
業用資材

府内 13,117,500 100.0%

85 中丹広域振興局
中丹西土木事務所
（建設部）

一般競争 凍結防止剤（塩化カルシウム）（中丹西土木事務所）
15 土木建築・農林水産
業用資材

府内 1,869,400 97.2%

3件

86 丹後広域振興局
丹後土木事務所（建
設部）

一般競争 凍結防止剤（塩化ナトリウム）（丹後土木事務所）
15 土木建築・農林水産
業用資材

府内 33,506,000 87.0%

87 丹後広域振興局
丹後土木事務所（建
設部）

一般競争 液状凍結防止剤（カマグＧ）（丹後土木事務所）
15 土木建築・農林水産
業用資材

府内 2,640,000 99.9%

88 丹後広域振興局
丹後土木事務所（建
設部）

一般競争 凍結防止剤（塩化カルシウム）（丹後土木事務所）
15 土木建築・農林水産
業用資材

府内 1,815,600 98.2%

89 丹後広域振興局
丹後土木事務所（建
設部）

一般競争 白灯油（丹後土木事務所）
15 土木建築・農林水産
業用資材

府内 11,583,000 71.4%

4件

90 教育庁 文化財保護課 指名競争 重要文化財　萬福寺法堂ほか４棟保存修理工事（補足瓦購入） 土木建築用資材 府内 5,893,560 92.7%

91 教育庁 文化財保護課 指名競争 重要文化財　東福寺常楽庵客殿ほか２棟保存修理工事（補足木材購入） 土木建築用資材 府内 3,342,900 96.2%

92 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（補足建具材購入） 土木建築用資材 府内 1,839,200 51.8%

93 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（補足破風材等購入） 土木建築用資材 府内 10,120,000 61.0%

4件

94 教育庁 府立学校 一般競争 ドラフトチャンバー（京都すばる高等学校） 8 薬品・理化学機器類 府内 2,348,500 99.4%

95 教育庁 府立学校 一般競争 白灯油（０１府立京都すばる高等学校：前期分） 9 燃料類 府内 1,605,450 60.5%

96 教育庁 府立学校 一般競争 重油（０２府立城南菱創高等学校：前期分） 9 燃料類 府内 1,256,640 71.0%

97 教育庁 府立学校 一般競争 自動車整備用リフト（田辺高等学校） 5 車両・船舶類 府内 3,223,000 83.5%

5



入札方式別発注案件（物品）一覧表

No 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

98 教育庁 府立学校 一般競争 土壌消毒機（農芸高等学校） 4 機械器具類 府外 3,772,780 92.7%

99 教育庁 府立学校 一般競争 ドラフトチャンバー（須知高等学校） 8 薬品・理化学機器類 府内 2,430,000 97.2%

100 教育庁 府立学校 一般競争 重油（０３府立綾部高等学校：前期分） 9 燃料類 府内 2,281,400 64.4%

101 教育庁 府立学校 一般競争 重油（０４府立福知山高等学校：前期分） 9 燃料類 府内 2,161,500 69.2%

102 教育庁 府立学校 一般競争 重油（０５府立東舞鶴高等学校：前期分） 9 燃料類 府内 1,496,000 71.8%

103 教育庁 府立学校 一般競争 白灯油（１１府立西舞鶴高等学校：前期分） 9 燃料類 府内 993,850 60.5%

104 教育庁 府立学校 一般競争 白灯油（１２府立宮津高等学校：前期分） 9 燃料類 府内 1,301,300 73.5%

105 教育庁 府立学校 一般競争 実習船「みずなぎ」燃料（Ａ重油）（海洋高等学校） 9 燃料類 府外 2,993,760 97.4%

106 教育庁 府立学校 一般競争 生徒用机・生徒用イス・教卓等（峰山高等学校） スチール家具 府内 8,147,216 91.7%

107 教育庁 府立学校 一般競争 折りたたみイス他（峰山高等学校） 7 家具 府内 2,489,410 90.6%

108 教育庁 府立学校 一般競争 生徒用被服机他（峰山高等学校） 7 家具 府内 5,820,760 96.7%

109 教育庁 府立学校 一般競争 ファイバーレーザー加工実習システム（峰山高等学校） 4 機械器具類 府内 14,998,500 100.0%

110 教育庁 府立学校 一般競争 白灯油（１５府立峰山高等学校：前期分） 9 燃料類 府内 1,573,880 63.5%

111 教育庁 府立学校 一般競争 レスリングマットほか（網野高等学校） 12 楽器・スポーツ用品 府内 2,827,000 95.9%

112 教育庁 府立学校 一般競争 食品製造に係る機器（調理台ほか）（久美浜高等学校） 4 機械器具類 府内 5,698,000 54.6%

113 教育庁 府立学校 一般競争 管理機能付きアクセスポイント（宇治支援学校） 6 電気・通信機器類 府内 1,808,400 80.4%

114 教育庁 府立学校 一般競争 白灯油（１９府立南山城支援学校：前期分） 9 燃料類 府内 1,518,000 60.0%

115 教育庁 府立学校 一般競争 重油（０９府立与謝の海支援学校：前期分） 9 燃料類 府内 1,927,200 77.1%

22件

116 警察本部 会計課 一般競争 USBメモリ　SDカード
パソコン・ネットワーク機
器

府外 2,951,640 98.5%

117 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 14,863,200 89.0%

118 警察本部 会計課 一般競争 複写機用紙の購入
文具・事務機器類　用紙
類

府内 7,896,141 92.8%

119 警察本部 会計課 一般競争 電柱巻き看板 看板 府内 3,748,602 95.2%

120 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官短靴Ⅰ他 警察用品・皮革ゴム製品 府内 20,876,482 95.0%

121 警察本部 会計課 一般競争 警察官制服用ベルト 警察用品 府内 2,019,644 77.3%

122 警察本部 会計課 一般競争 帯革 警察用品 府内 2,739,000 88.3%

6
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123 警察本部 会計課 一般競争 帯革用サスペンダー 警察用品 府内 1,583,890 94.4%

124 警察本部 会計課 一般競争 録音・録画装置（小型可搬） 電気通信機器 府外 7,216,000 100.0%

125 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官合ワイシャツ 警察用品・繊維製品 府内 31,685,379 78.0%

126 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官合服ズボン 警察用品・繊維製品 府内 27,068,580 83.2%

127 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官夏服上衣 警察用品・繊維製品 府内 36,617,691 87.5%

128 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官冬活動服 警察用品・繊維製品 府内 4,109,600 90.2%

129 警察本部 会計課 一般競争 女性警察官夏服上衣 警察用品・繊維製品 府内 3,363,360 83.9%

130 警察本部 会計課 一般競争 女性警察官夏服ベスト 警察用品・繊維製品 府内 1,571,570 89.2%

131 警察本部 会計課 一般競争 女性警察官冬服上衣他 警察用品・繊維製品 府内 4,847,898 83.7%

132 警察本部 会計課 一般競争 路側式道路標識の購入（路協１） 看板・標識 府内 23,518,000 85.5%

133 警察本部 会計課 一般競争 交通事故捜査員夏服他 警察用品・繊維製品 府内 1,599,950 94.8%

134 警察本部 会計課 一般競争 交通乗車服　男性警察官夏服上衣（長袖）他 警察用品・繊維製品 府内 2,845,975 93.0%

135 警察本部 会計課 一般競争 交通乗車服　防寒服上衣 警察用品・繊維製品 府内 3,463,350 88.1%

136 警察本部 会計課 一般競争 路側式道路標識の購入（路協２） 看板・標識 府内 16,005,000 87.5%

137 警察本部 会計課 一般競争 交通信号機改良及び改修工事用機器の購入 警察用品 府内 29,920,000 97.9%

138 警察本部 会計課 一般競争 交通信号機集中制御化等工事用機器の購入 警察用品 府内 90,640,000 89.8%

23件

139 警察本部 会計課 随意契約 レオナルド式Ａ１０９E型ヘリコプター用部品（アクチュエータ他）の購入 航空機 府外 2,045,915 90.9%

1件
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