
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 宇治浄水場沈殿池撹拌装置修繕工事 4 府外 22,308,000 95.0%

府民環境部 府営水道事務所 木津浄水場赤外線センサー更新工事 4 府外 38,500,000 90.7%

府民環境部 府営水道事務所 宇治浄水場ホイラー式ろ過池原水弁等更新工事 4 府外 45,430,000 99.8%

府民環境部 府営水道事務所 宇治浄水場ろ過池機械設備修繕工事 4 府外 4,708,000 94.7%

府民環境部 府営水道事務所 乙訓浄水場ろ過池等機械設備修繕工事 4 府外 9,020,000 94.4%

府民環境部 府営水道事務所 宇治浄水場中間ポンプ更新工事 4 府外 163,238,900 88.3%

府民環境部 府営水道事務所 乙訓浄水場遠方監視制御装置更新工事 4 府外 59,950,000 94.2%

府民環境部 府営水道事務所
広域浄水センター中央監視制御装置
改修工事（その２）

4 府外 91,300,000 94.5%

府民環境部 府営水道事務所
木津浄水場沈殿池掻寄機更新工事
（その１）

4 府外 104,500,000 97.5%

文化スポーツ部 文化スポーツ施設課
京都府立府民ホール及び公館中央監視
制御装置更新工事

4 府外 49,233,800 92.0%

健康福祉部 医療課 京都府立洛南寮救護棟昇降機更新工事 4 府外 20,240,000 92.9%

農林水産部 京都林務事務所 令和２年度災害関連緊急治山事業設計第１号 3 府外 376,200,000 90.9%

建設交通部 京都土木事務所 一級河川西高瀬川排水機場整備工事 4 府外 3,367,100 91.8%

建設交通部 中丹東土木事務所
余部下舞鶴港線　土砂災害対策道路補助
（交安）工事　他

3 府外 175,211,300 89.6%

建設交通部 中丹東土木事務所
小倉西舞鶴線　地方道路交付金工事
（新白鳥トンネル（仮称））

2 府内 1,850,750,000 91.8%

建設交通部 中丹西土木事務所 小坂青垣線　防災・安全交付金（緊急対策）工事 1 府外 53,986,900 100.0%

建設交通部 丹後土木事務所 小浜　急傾斜地崩壊対策（防災安全）工事　他 3 府外 179,190,000 89.9%

建設交通部 丹後土木事務所 長江　事業間連携砂防等（地対）工事 3 府外 46,200,000 99.9%

建設交通部 丹後土木事務所 国道１７８号　緊急防災工事　他 3 府外 117,880,400 89.4%

建設交通部 流域下水道事務所
桂川右岸流域下水道幹線管渠工事
（雨水南幹線機械その１）

1 府外 176,000,000 98.8%

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（消化ガス発電設備増設）

4 府内 188,100,000 94.5%

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
（汚水ポンプ機械設備）

4 府外 13,310,000 99.9%

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
（送風機設備）

4 府外 40,700,000 99.9%

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
（送風機機械設備）

4 府外 14,498,000 94.9%
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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
（水処理機械設備）

4 府外 33,880,000 94.8%

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建設工事
（沈砂池施設機械設備更新）

4 府外 50,815,600 100.0%

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
（水処理設備）

4 府外 91,740,000 92.1%

教育庁 文化財保護課
重要文化財　仁和寺飛濤亭保存修理工事
（屋根工事）

5 府内 11,950,400 93.0%

教育庁 文化財保護課
重要文化財　良正院本堂及び表門保存修理工事
（本堂表具工事）

5 府内 19,676,800 90.5%

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
（阿弥陀堂表具工事）

5 府内 68,068,000 94.4%

教育庁 文化財保護課
国宝・重要文化財　広隆寺桂宮院本堂
及び講堂保存修理工事(桂宮院本堂屋根工事)

5 府内 31,680,000 94.3%

教育庁 文化財保護課
重要文化財　十八神社本殿保存修理工事
（塗装工事）

5 府内 6,185,300 93.5%

教育庁 文化財保護課
重要文化財　本隆寺本堂ほか２棟保存修理工事
（本堂金具工事）

5 府内 4,488,000 94.2%

警察本部 会計課 交通管制センター中央装置整備等工事（２－23） 4 府外 77,000,000 97.4%

警察本部 会計課 交通情報板整備等工事（２－１６（再）） 4 府外 45,342,000 98.6%

警察本部 会計課 交通監視用テレビカメラ整備工事（２－１７） 4 府外 6,300,800 88.8%

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

※　府外企業に入札参加を認めた理由

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
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

　　


