
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 木津浄水場ろ過池機械設備更新工事 4 府外 236,500,000 98.7%

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 21,450,000 90.3%

府民環境部 府営水道事務所 木津浄水場1号沈殿池掻寄機修繕工事 4 府外 11,550,000 94.2%

府民環境部 府営水道事務所 木津浄水場１号沈殿池撹拌装置修繕工事 4 府外 32,450,000 94.9%

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（その１） 4 府外 2,838,000 94.5%

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（その２） 4 府外 5,170,000 98.2%

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 4 府外 99,550,000 94.7%

府民環境部 府営水道事務所 水道無線設備更新工事 4 府外 41,191,700 89.4%

府民環境部 府営水道事務所 木津浄水場揚水ポンプ更新工事 4 府外 42,900,000 96.8%

府民環境部 府営水道事務所 木津浄水場沈殿池流入ゲート等更新工事 4 府外 176,000,000 96.2%

府民環境部 府営水道事務所 宇治系送水管路更新・耐震化工事（宇治市街地区間）（その２） 4 府外 101,200,000 98.9%

府民環境部 府営水道事務所 宇治浄水場薬品注入設備更新工事（機械設備） 4 府外 113,850,000 99.1%

府民環境部 府営水道事務所 宇治浄水場薬品注入設備更新工事（電気設備） 4 府内 59,400,000 96.6%

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 90,750,000 94.4%

府民環境部 府営水道事務所 乙訓浄水場赤外線センサー更新工事 4 府外 45,505,900 98.0%

府民環境部 公営企業管理事務所 維持管理修繕工事（中央監視装置修繕工事）他 4 府外 4,510,000 93.8%

商工労働観光部 京都高等技術専門校 京都府立京都高等技術専門校中央監視設備改修工事 4 府外 37,988,500 90.5%

建設交通部 山城南土木事務所 大井手川　大規模特定河川工事　他 1 府外 38,343,800 88.3%

建設交通部 山城南土木事務所 管内一円（笹瀬橋）　道路メンテナンス（橋修）工事 1 府外 6,380,000 99.7%

建設交通部 中丹東土木事務所 綾部インター線　道路緊急安全確保小規模改良（構造物）工事 4 府内 18,907,900 88.5%

建設交通部 中丹西土木事務所 国道４２６号（登尾トンネル）道路維持管理工事 4 府内 5,615,500 88.7%

建設交通部 中丹西土木事務所 市島和知線　土砂災害対策道路補助工事　他 3 府外 85,941,900 89.1%
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建設交通部 丹後土木事務所 桃山　緊急自然災害防止対策（急傾斜）工事　他 3 府外 80,950,100 89.1%

建設交通部 丹後土木事務所 国道１７６号防災・防雪対策（緊自債）工事　他 4 府内 13,073,500 88.0%

建設交通部 丹後土木事務所 本庄上　急傾斜地崩壊対策（防災安全）工事　他 3 府外 89,540,000 89.1%

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建設工事（山城中継ポンプ場電気設備更新） 4 府内 72,204,000 89.9%

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（幹線流量監視電気設備） 4 府外 10,846,000 94.9%

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（沈砂池設備） 4 府外 77,000,000 99.2%

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修繕工事（汚泥処理機械設備） 4 府外 54,890,000 100.0%

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（水処理等機械設備） 4 府外 52,800,000 95.8%

建設交通部 流域下水道事務所 宮津湾流域下水道中継ポンプ場修繕工事（機械設備） 4 府外 24,860,000 94.7%

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修繕工事（水処理機械設備） 4 府外 80,047,000 100.0%

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（ＮＯ．２送風機機械設備） 4 府外 28,380,000 97.8%

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（監視制御設備更新工事） 4 府内 1,166,000,000 94.0%

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建設工事（呑龍ポンプ場揚水ポンプ電気設備） 4 府外 82,500,000 99.6%

商工労働観光部
・建設交通部

港湾局 重要港湾舞鶴港　港湾機能高度化施設整備工事　他 4 府内 16,134,800 92.1%

商工労働観光部
・建設交通部

港湾局 重要港湾舞鶴港　京都舞鶴港物流基盤重点整備工事　他 4 府外 341,817,300 90.4%

商工労働観光部
・建設交通部

港湾局 重要港湾舞鶴港　京都舞鶴港物流基盤重点整備工事　他 4 府外 431,442,000 90.8%

教育庁 文化財保護課 重要文化財　平野神社本殿（２棟）保存修理工事（金具工事） 5 府内 31,680,000 93.2%

教育庁 文化財保護課 重要文化財　石清水八幡宮摂社狩尾社本殿保存修理工事（剥落止め工事） 5 府内 12,144,000 94.5%

教育庁 文化財保護課 重要文化財　真宗本廟東本願寺阿弥陀堂門ほか２棟保存修理工事（阿弥陀堂門金具工事） 5 府外 68,530,000 95.4%

教育庁 文化財保護課 国宝　竜吟庵方丈ほか２棟保存修理工事（表具工事） 5 府内 12,992,100 90.0%

教育庁 文化財保護課 国宝　竜吟庵方丈ほか２棟保存修理工事（屋根工事） 5 府内 130,900,000 99.1%

教育庁 文化財保護課 重要文化財　八坂神社蛭子社本殿及び大政所社本殿保存修理工事（蛭子社本殿屋根工事） 5 府内 11,330,000 93.1%
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教育庁 文化財保護課 重要文化財　平野神社本殿（２棟）保存修理工事（塗装工事） 5 府内 6,391,000 91.1%

教育庁 海洋高等学校 実習船「みずなぎ」第２種中間検査Ａ及び第３種中間検査並びに修繕工事 4 府外 54,560,000 98.6%

警察本部 会計課 交通情報板整備等工事（３－10） 4 府外 51,480,000 96.3%

警察本部 会計課 交通監視用テレビカメラ整備工事（３－13） 4 府外 9,300,500 90.0%

警察本部 会計課 交通管制センター中央装置整備等工事（３－20） 4 府外 74,580,000 97.7%

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

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、特殊舗装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

　　


