
府内・
府外の別

契約金額(円) 落札率（％）

府民環境部 府営水道事務所 宇治浄水場管理棟無停電電源装置更新工事 4 府内 54,010,000 90.4%

府民環境部 府営水道事務所 木津浄水場中央監視制御装置修繕工事 4 府外 6,963,000 94.9%

府民環境部 府営水道事務所 木津浄水場排水処理機械設備修繕工事 4 府外 15,664,000 87.2%

府民環境部 府営水道事務所 乙訓浄水場薬品注入設備修繕工事 4 府外 13,530,000 94.8%

府民環境部 府営水道事務所 木津浄水場３号沈殿池撹拌装置等修繕工事 4 府外 28,600,000 93.9%

府民環境部 府営水道事務所 宇治浄水場沈殿池掻寄機更新工事 4 府外 115,500,000 91.9%

府民環境部 府営水道事務所 木津浄水場薬品注入設備修繕工事 4 府外 5,390,000 94.2%

府民環境部 府営水道事務所 木津浄水場取水ポンプ設備更新工事 4 府外 238,175,300 89.5%

府民環境部 府営水道事務所 木津浄水場脱水機関係機器修繕工事 4 府外 19,800,000 93.8%

府民環境部 府営水道事務所 木津浄水場粉末活性炭注入設備改修工事 4 府外 11,000,000 94.7%

府民環境部 公営企業管理事務所 薬品注入設備修繕工事 4 府外 10,615,000 93.4%

府民環境部 公営企業管理事務所 工業用水道施設更新・耐震化事業　沈殿池設備等更新工事 4 府外 61,600,000 100.0%

府民環境部 公営企業管理事務所 大野発電所屋外クレーン修繕工事 4 府外 4,937,900 95.3%

府民環境部 公営企業管理事務所 中央監視装置修繕工事 4 府外 2,607,000 95.0%

府民環境部 公営企業管理事務所 工業用水道施設更新・耐震化事業管理棟無停電電源装置蓄電池更新工事 4 府内 11,962,500 90.0%

農林水産部
南丹広域振興局（農林商工
部）

令和元年度府営農村地域防災減災事業上桂川地区取水ゲート開閉装置等更新工事 1 府外 8,470,000 94.2%

建設交通部 砂防課 管内一円総合流域防災・情報基盤整備（防災安全）工事　他 4 府外 83,443,800 89.5%

建設交通部 住宅課 府営住宅西大久保団地（第６号棟ほか）昇降機設備工事 4 府外 56,569,700 91.8%

建設交通部 乙訓土木事務所 伏見向日線他防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事他 4 府外 33,027,500 88.9%

建設交通部 山城北土木事務所 大津南郷宇治線防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事 3 府外 60,280,000 97.5%

府外企業に入札参加を認めた工事一覧（令和元年８月～令和元年11月）

発注機関名 工事名
府外企業に
入札参加を
認めた理由

入札結果



府内・
府外の別

契約金額(円) 落札率（％）

府外企業に入札参加を認めた工事一覧（令和元年８月～令和元年11月）

発注機関名 工事名
府外企業に
入札参加を
認めた理由

入札結果

建設交通部 山城北土木事務所 二尾木幡線防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事他 3 府外 60,743,100 89.0%

建設交通部 中丹東土木事務所 管内一円　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事他 4 府外 25,294,500 89.3%

建設交通部 中丹西土木事務所 管内一円（桑村雲原線）平成３０年発生土木災害復旧工事　他 3 府外 49,500,000 97.7%

建設交通部 中丹西土木事務所 国道１７３号　平成３０年発生土木災害復旧工事（７０８９）他 3 府外 368,880,600 90.7%

建設交通部 丹後土木事務所 管内一円（国道１７８号他）　防災・安全交付金（緊防）（緊急対策）工事他 4 府外 36,914,900 89.5%

建設交通部 丹後土木事務所 国道１７８号　民安関連道路（改築）工事他２件 3 府外 190,259,300 90.0%

建設交通部 丹後土木事務所 管内一円（国道１７８号ほか）防災・安全交付金（雪寒）（緊急対策）工事他３件 4 府外 18,187,400 88.2%

建設交通部 大野ダム総合管理事務所 大野ダム堰堤改良（防災・安全）工事（テレメータ・放流警報設備 4 府外 59,400,000 94.4%

建設交通部 大野ダム総合管理事務所 大野ダム堰堤改良（重要インフラ・防災安全）工事（非常用電源設備改良） 4 府外 54,824,000 94.9%

建設交通部 流域下水道事務所 桂川右岸流域下水道　洛西浄化センター修繕工事（水処理機械設備） 4 府外 46,750,000 96.6%

建設交通部 流域下水道事務所 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター修繕工事（急速ろ過機械設備） 4 府外 44,000,000 96.7%

建設交通部 流域下水道事務所 木津川流域下水道洛南浄化センター修繕工事（ポンプ設備） 4 府外 74,580,000 96.3%

建設交通部 流域下水道事務所 木津川上流流域下水道木津川上流浄化センター建設工事（沈砂池（除塵機）増設工事（機械）） 4 府外 55,220,000 99.9%

建設交通部 流域下水道事務所 宮津湾流域下水道宮津湾浄化センター他修繕工事（ポンプ機械設備） 4 府外 47,300,000 92.8%

建設交通部 流域下水道事務所 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター修繕工事（汚泥焼却機械設備） 4 府外 52,800,000 96.5%

建設交通部 流域下水道事務所 宮津湾流域下水道宮津湾浄化センター他修繕工事（水処理機械設備） 4 府外 42,900,000 94.9%

建設交通部 流域下水道事務所 木津川上流流域下水道木津川上流浄化センター修繕工事（汚泥処理機械設備） 4 府外 56,650,000 95.5%

建設交通部 流域下水道事務所 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター修繕工事（送風機機械設備） 4 府外 26,950,000 94.5%

建設交通部 流域下水道事務所 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター修繕工事（沈砂池機械設備） 4 府外 46,200,000 91.8%

商工労働観光部・
建設交通部

港湾局 舞鶴国際ふ頭軌道走行式橋形起重機整備工事 4 府外 8,961,700 92.0%
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商工労働観光部・
建設交通部

港湾局 舞鶴国際ふ頭軌道走行式橋形起重機整備工事 4 府外 4,807,000 99.8%

教育庁 管理課 新設特別支援学校（井手地区）校舎新築工事（主体工事）（再） 8 府内 3,652,000,000 92.7%

教育庁 管理課 新設特別支援学校（井手地区）校舎新築工事（昇降機設備工事） 4 府外 68,942,500 91.9%

教育庁 文化財保護課 重要文化財　妙心寺小方丈及び附廊下保存修理工事（屋根工事） 5 府内 59,290,000 94.9%

教育庁 文化財保護課 国宝　本願寺阿弥陀堂ほか３棟保存修理工事（唐門漆工事） 5 府内 50,292,000 95.0%

教育庁 文化財保護課 国宝　本願寺阿弥陀堂ほか３棟保存修理工事（阿弥陀堂剥落止め工事） 5 府内 88,726,000 95.2%

教育庁 文化財保護課 重要文化財　北野天満宮廻廊ほか６棟保存修理工事（金具工事） 5 府内 8,074,000 92.8%

教育庁 文化財保護課 重要文化財　賀茂別雷神社楼門ほか８棟保存修理工事（金具工事） 5 府内 4,378,000 94.1%

教育庁 文化財保護課 重要文化財　北野天満宮廻廊ほか６棟保存修理工事（塗装工事） 5 府内 7,560,300 94.7%

教育庁 文化財保護課 国宝　教王護国寺大師堂（西院御影堂）保存修理工事（表具工事） 5 府内 3,036,000 94.7%

警察本部 会計課 交通情報板整備等工事（３１－５） 4 府外 37,604,600 90.0%

８：ＷＴＯ対象工事であり、営業所に関する入札参加要件を設定することができないため

１：鋼橋やＰＣ橋等の橋梁上部工や消化ガスタンク等の専門工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
２：技術的難易度が高いトンネル工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
３：法面処理等工事のうち特殊機械や専門技術を要するものであり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
４：特殊機器（設計やｼｽﾃﾑ開発を伴うもの）の工場製作を含む設備工事及びその点検・修繕工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
５：重要文化財建造物の保存修理工事のうち高度で特殊な技術を要するものであり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
７：府内に施工できる企業が無いか、極めて少ない「個別」の工事であるため

※　府外企業に入札参加を認めた理由


