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入札方式別発注案件(物品)一覧表【目次】

(令和3年4月１日～令和3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 政策法務課 一般競争 1 1

4 財政課 随意契約 1 1

5 ～ 35 入札課 一般競争 31 1 ～ 3

36 自転車競技事務所 一般競争 1 3

37 ～ 39 府民環境総務課 一般競争 3 3

40 ～ 42 公営企画課 一般競争 3 3

43 ～ 46 健康福祉総務課 一般競争 4 3 ～ 4

47 ～ 49 障害者支援課 一般競争 3 4

50 高齢者支援課 随意契約 1 4

51 ～ 53 保健環境研究所 一般競争 3 4

54 商工労働観光部 計量検定所 一般競争 1 4

55 監理課 一般競争 1 4

56 大野ダム総合管理事務所 一般競争 1 4

57 ～ 58 流域下水道事務所 一般競争 2 4 ～ 5

59
商工労働観光部・
建設交通部

港湾局港湾施設課 随意契約 1 5

60 府議会事務局 議会総務課 一般競争 1 5
61 教職員企画課 指名競争 1 5

62 特別支援教育課 一般競争 1 5

63 ～ 64 高校教育課 一般競争 2 5

65 文化財保護課 指名競争 1 5

66 ～ 75 府立学校 一般競争 10 5 ～ 6

76 ～ 94 一般競争 19 6 ～ 7

95 随意契約 1 7

教育庁

警察本部 会計課

整理番号 発注機関名

総務部

ページ

知事直轄組織

建設交通部

健康福祉部

府民環境部



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
（知事室長）

広報課 随意契約 「きょうと府民だより点字版」印刷 1 印刷・製本 府内 8,671,760 100.0%

1件

2
知事直轄組織
（会計管理者）

会計課 随意契約 京都府収入証紙 1 印刷・製本 府外 9,143,785 100.0%

1件

3 総務部 政策法務課 一般競争
一般印刷【「京都府公報」「京都府公報別冊（財政状況）」
「京都府公報別冊（監査報告）」「条例の知事署名用紙」】（政策法務課）

1 印刷・製本 府内 9,779,403 99.8%

1件

4 総務部 財政課 随意契約 「京都府議会議案」の印刷及び製本 1 印刷・製本 府内 4,915,794 100.0%

1件

5 総務部 入札課 一般競争 令和３年度単価契約用品（複写機用紙・前期分・京都市内） 11 文具・事務機器類 府内 55,869,000 86.2%

6 総務部 入札課 一般競争 令和３年度単価契約用品（トナーカートリッジ・京都市内） 6 電気・通信機器類 府内 8,639,400 72.6%

7 総務部 入札課 一般競争 令和３年度単価契約用品（トナーカートリッジ・山城管内） 6 電気・通信機器類 府内 2,356,200 72.9%

8 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（文房具・京都市内・グループ１（付箋紙　大　他））
【特定品目　事務用品】

11 文具・事務機器類 府内 5,149,190 31.6%

9 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（文房具・京都市内・グループ２（ガチャック大　他））
【特定品目　事務用品】

11 文具・事務機器類 府内 883,400 20.8%

10 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（文房具・京都市内・グループ３（合成糊　他））
【特定品目　事務用品】

11 文具・事務機器類 府内 1,746,190 32.3%

11 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（文房具・京都市内・グループ４（ガムテープ　他））
【特定品目　事務用品】

11 文具・事務機器類 府内 2,728,300 43.4%

12 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（文房具・京都市内・グループ５（蛍光ペン　他））
【特定品目　事務用品】

11 文具・事務機器類 府内 2,543,100 41.7%

13 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（文房具・京都市内・グループ７（フラットファイル　他））
【特定品目　事務用品】

11 文具・事務機器類 府内 3,336,620 23.2%

14 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（文房具・京都市内・グループ８（クリヤーブック　他））
【特定品目　事務用品】

11 文具・事務機器類 府内 2,374,890 28.0%
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15 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（文房具・京都市内・グループ９（まち付封筒））
【特定品目　事務用品】

11 文具・事務機器類 府内 900,340 27.0%

16 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（文房具・京都市内・グループ１３（事務用回転椅子））
【特定品目　家具】

11 文具・事務機器類 府内 3,104,200 23.3%

17 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（雑貨品・京都市内・グループ１（紙袋））
【特定品目　事務用品】

11 文具・事務機器類 府内 983,840 36.9%

18 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（雑貨品・京都市内・グループ２（ゴミ袋　他））
【特定品目　事務用品】

14 日用雑貨・百貨類 府内 3,385,430 56.3%

19 総務部 入札課 一般競争 令和３年度単価契約用品（雑貨品・京都市内・グループ３（台所用洗剤　他）） 14 日用雑貨・百貨類 府内 6,168,070 59.9%

20 総務部 入札課 一般競争 令和３年度単価契約用品（電気製品・京都市内（ＤＶＤ－Ｒ　他） 6 電気・通信機器類 府内 5,741,890 51.3%

21 総務部 入札課 一般競争 令和３年度単価契約用品（複写機用紙・前期分・山城管内）【特定品目　事務用品】 11 文具・事務機器類 府内 14,269,250 88.6%

22 総務部 入札課 一般競争 令和３年度単価契約用品（複写機用紙・前期分・南丹管内）【特定品目　事務用品】 11 文具・事務機器類 府内 5,296,800 91.3%

23 総務部 入札課 一般競争 令和３年度単価契約用品（複写機用紙・前期分・中丹管内）【特定品目　事務用品】 11 文具・事務機器類 府内 7,884,390 90.6%

24 総務部 入札課 一般競争 令和３年度単価契約用品（複写機用紙・前期分・丹後管内）【特定品目　事務用品】 11 文具・事務機器類 府内 5,032,130 81.5%

25 総務部 入札課 一般競争 令和３年度単価契約用品（更紙・前期分・京都市内）【特定品目　事務用品】 11 文具・事務機器類 府内 1,846,700 87.9%

26 総務部 入札課 一般競争 令和３年度単価契約用品（更紙・前期分・山城管内）【特定品目　事務用品】 11 文具・事務機器類 府内 1,531,340 87.1%

27 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（文房具・山城管内・グループ１（付箋紙　大　他））
【特定品目　事務用品】

11 文具・事務機器類 府内 848,270 30.8%

28 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（文房具・山城管内・グループ３（合成糊　他））
【特定品目　事務用品】

11 文具・事務機器類 府内 1,011,280 42.5%

29 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（文房具・山城管内・グループ６（フラットファイル　他））
【特定品目　事務用品】

11 文具・事務機器類 府内 1,135,180 24.0%

30 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（文房具・山城管内・グループ７（事務用回転椅子））
【特定品目　家具】

7 家具 府内 821,700 23.4%

31 総務部 入札課 一般競争 令和３年度単価契約用品（雑貨品・山城管内（紙袋　他））【特定品目　事務用品】 14 日用雑貨・百貨類 府内 1,635,110 61.8%

32 総務部 入札課 一般競争
令和３年度単価契約用品（雑貨品・中丹管内（軍手　他））
【特定品目　その他の繊維製品】

14 日用雑貨・百貨類 府内 1,663,660 92.2%
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33 総務部 入札課 一般競争 令和３年度単価契約用品（事務用封筒）【特定品目　印刷】 1 印刷・製本 府内 2,813,800 55.9%

34 総務部 入札課 一般競争 【再】令和３年度単価契約用品（電気製品・山城管内（ＤＶＤ－Ｒ　他）） 6 電気・通信機器類 府内 1,248,060 53.0%

35 総務部 入札課 一般競争 【再】令和３年度単価契約用品（複写機用紙（カラー用紙）（京都市内）） 6 電気・通信機器類 府内 1,576,800 96.3%

31件

36 総務部 自転車競技事務所 一般競争 硬貨計算機・紙幣計算機（自転車競技事務所） 4 機械器具類 府内 1,586,200 64.4%

1件

37 府民環境部 府民環境総務課 一般競争 遊泳区域標識等（安心・安全まちづくり推進課）
12 楽器・スポーツ用
品

府内 3,520,000 95.3%

38 府民環境部 府民環境総務課 一般競争 携帯型アスベストアナライザー（環境管理課） 8 薬品・理化学機器類 府内 7,920,000 98.4%

39 府民環境部 府民環境総務課 一般競争 放射線測定所用コンテナ型局舎　　一式（環境管理課） 8 薬品・理化学機器類 府内 24,178,000 99.1%

3件

40 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） 8 薬品・理化学機器類 府内 49,742,000 90.2%

41 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） 8 薬品・理化学機器類 府内 22,900,900 76.4%

42 府民環境部 公営企画課 一般競争 水道用粉末活性炭（公営企画課・京都府営水道事務所） 8 薬品・理化学機器類 府内 9,471,000 55.9%

3件

43 健康福祉部 健康福祉総務課 一般競争 普通乗用車（山城南・南丹保健所分　２台）（健康福祉総務課） 5 車両・船舶類 府内 4,987,400 74.9%

44 健康福祉部 健康福祉総務課 一般競争 普通乗用車（丹後保健所分）（健康福祉総務課） 5 車両・船舶類 府内 2,706,000 69.5%

45 健康福祉部 健康福祉総務課 一般競争 普通乗用車（中丹東保健所分）（健康福祉総務課） 5 車両・船舶類 府内 2,618,000 69.2%

46 健康福祉部 健康福祉総務課 一般競争 普通乗用車（３列シート車）（丹後保健所分）（健康福祉総務課） 5 車両・船舶類 府内 2,981,000 72.6%
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4件

47 健康福祉部 障害者支援課 一般競争 パワーツール（障害者支援課） 8 薬品・理化学機器類 府内 4,057,900 84.8%

48 健康福祉部 障害者支援課 一般競争 セントラルモニタ（障害者支援課） 8 薬品・理化学機器類 府内 2,310,000 90.1%

49 健康福祉部 障害者支援課 一般競争 全身麻酔装置（障害者支援課） 8 薬品・理化学機器類 府内 5,500,000 93.5%

3件

50 健康福祉部 高齢者支援課 随意契約 授産製品（さをり織り・肩掛け）　992個 2 繊維製品 府内 7,467,596 100.0%

1件

51 健康福祉部 保健環境研究所 一般競争 新型コロナウイルス抗原検査キット（保健環境研究所） 8 薬品・理化学機器類 府内 8,470,000 43.7%

52 健康福祉部 保健環境研究所 一般競争 新型コロナウイルス抗原検査キット（保健環境研究所） 8 薬品・理化学機器類 府内 12,100,000 43.7%

53 健康福祉部 保健環境研究所 一般競争 令和３年度　液体窒素（保健環境研究所） 8 薬品・理化学機器類 府内 1,504,800 84.4%

3件

54 商工労働観光部 計量検定所 一般競争 質量比較器（計量検定所） 8 薬品・理化学機器類 府内 1,688,500 94.2%

1件

55 建設交通部 監理課 一般競争 除雪グレーダ　１台　（道路計画課） 5 車両・船舶類 府内 26,290,000 89.1%

1件

56 建設交通部
大野ダム
総合管理事務所

一般競争 モーターボート（大野ダム総合管理事務所） 5 車両・船舶類 府内 2,651,000 96.0%

1件

57 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３年度第２期） 9 燃料類 府内 2,680,000 64.2%
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58 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３年度第３期） 9 燃料類 府内 2,297,600 66.4%

2件

59
商工労働観光部
・建設交通部

港湾局港湾施設課 随意契約 ロータリーアクチュエーター 4 機械器具類 府外 5,412,000 99.7%

1件

60 府議会事務局 議会総務課 一般競争 京都府議会インターネット中継システム機器（議会総務課） 6 電気・通信機器類 府外 4,333,670 74.8%

1件

61 教育庁 教職員企画課 指名競争 令和４年度京都府公立学校教員採用選考試験問題印刷 1 印刷・製本 府外 3,971,880 67.4%

1件

62 教育庁 特別支援教育課 一般競争 スクールバス（井手やまぶき特別支援学校）（特別支援教育課） 5 車両・船舶類 府内 21,010,000 75.4%

1件

63 教育庁 高校教育課 一般競争 旋盤（高校教育課） 4 機械器具類 府内 117,641,700 99.7%

64 教育庁 高校教育課 一般競争 油圧式万能試験機（高校教育課） 4 機械器具類 府内 42,020,000 99.3%

2件

65 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（本堂補足瓦購入）
15 土木建築・農林水
産業用資材

府内 18,370,000 97.9%

1件

66 教育庁 府立学校 一般競争 ラウンドモルダー（北桑田高等学校） 4 機械器具類 府内 35,530,000 99.8%

67 教育庁 府立学校 一般競争 丸棒削機（北桑田高等学校） 4 機械器具類 府内 46,915,000 99.6%

68 教育庁 府立学校 一般競争 ログハウス壁体造作加工機（北桑田高等学校） 4 機械器具類 府内 21,395,000 99.5%
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69 教育庁 府立学校 一般競争 炭酸ガスレーザー加工機（峰山高等学校） 4 機械器具類 府内 11,198,000 99.98%

70 教育庁 府立学校 一般競争 ベンディングマシン（峰山高等学校） 4 機械器具類 府内 16,354,800 99.7%

71 教育庁 府立学校 一般競争 ファイバーレーザー加工機（峰山高等学校） 4 機械器具類 府内 18,631,800 99.6%

72 教育庁 府立学校 一般競争 光造形方式３Ｄプリンタ（峰山高等学校） 4 機械器具類 府内 4,824,600 99.7%

73 教育庁 府立学校 一般競争 ノコ盤（峰山高等学校） 4 機械器具類 府内 4,914,800 99.3%

74 教育庁 府立学校 一般競争 シャーリングマシン（峰山高等学校） 4 機械器具類 府内 12,251,800 99.6%

75 教育庁 府立学校 一般競争 液化石油ガス（丹波支援学校） 9 燃料類 府内 1,790,800 97.8%

10件

76 警察本部 会計課 一般競争 路側式道路標識の購入 17 看板類 府内 58,630,000 71.6%

77 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 10 図書・教材 府外 10,149,920 89.0%

78 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整備 1 印刷・製本 府内 2,665,960 100.0%

79 警察本部 会計課 一般競争 連続写真用紙（シールタイプ）他の購入 13 写真類 府内 19,346,492 96.7%

80 警察本部 会計課 一般競争 ヘリコプター用航空燃料の購入 9 燃料類 府外 4,533,760 94.7%

81 警察本部 会計課 一般競争 レーダースピードメーターの購入 6 電気・通信機器類 府外 5,192,000 100.0%

82 警察本部 会計課 一般競争 自動車用レギュラーガソリンの購入 9 燃料類 府外 12,800,920 99.1%

83 警察本部 会計課 一般競争 災害活動等緊急時備蓄物資の購入 18 警察・保安用品 府外 3,001,536 94.6%

84 警察本部 会計課 一般競争 録音・録画装置（小型可搬型）の購入 6 電気・通信機器類 府外 17,138,000 98.8%

85 警察本部 会計課 一般競争 保管場所標章の作成 1 印刷・製本 府外 6,971,250 93.8%
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86 警察本部 会計課 一般競争 遺体保存用冷蔵庫の購入 8 薬品・理化学機器類 府内 4,818,000 95.2%

87 警察本部 会計課 一般競争 交通切符等の作成 1 印刷・製本 府内 3,182,850 81.9%

88 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官合服上衣他の購入 2 繊維製品 府内 6,826,600 87.0%

89 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官合活動服の購入 2 繊維製品 府外 1,619,200 90.6%

90 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 2 繊維製品 府内 2,025,540 78.8%

91 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官雨衣上衣他の購入 2 繊維製品 府内 2,532,200 83.1%

92 警察本部 会計課 一般競争 男性警察官冬帽子他の購入 2 繊維製品 府内 4,040,850 96.0%

93 警察本部 会計課 一般競争 交番相談員被服の購入 2 繊維製品 府内 2,595,725 84.8%

94 警察本部 会計課 一般競争 耐刃防護衣用外衣 18 警察・保安用品 府内 2,298,450 99.5%

19件

95 警察本部 会計課 随意契約 自動車用レギュラーガソリンの購入 9 燃料類 府内 12,450,240 100.0%

1件
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