
001 平成29年10月06日
京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校移転整備工事設
計業務委託 ただし，建築及び設備基本設計・実施設計業務委託

678,240,000 
行財政局総務部総務
課

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校
移転整備工事
 乾・RING・フジワラボ・o+h・吉村設計共同体
代表　有限会社乾久美子建築設計事務所

地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
第１１条第１項第６号

002 平成29年11月08日
京都市教育委員会事務局の大同生命京都ビル７階９階への移転に伴う
ビル内設備変更業務委託

11,880,000 
行財政局総務部庁舎
管理課

株式会社シミズ・ビルライフケ
アS・BLC関西社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成30年01月29日 人事給与システム改修業務委託 26,784,000 
行財政局総務部総務
事務センター

日本電気株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

004 平成29年11月27日 災害用備蓄飲料水「京のかがやき　疏水物語」の購入 16,699,200 
行財政局防災危機管
理室

京都市上下水道局
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

005 平成30年03月22日 市バス・地下鉄専用トラフィカ京カードの購入 7,500,000 
行財政局人事部人事
課

京都市交通局
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

006 平成29年11月06日
個人市民税税源移譲に伴う税額控除割合変更に係るシステム改修業務
委託

60,099,872 
行財政局税務部税制
課

個人市民税税源移譲に伴う税額控除割合変更に係るシ
ステム改修業務コンソーシアム
代表　日本電気株式会社

地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
第１１条第１項第１号

007 平成29年12月18日
京都市個人市・府民税課税支援システム税制改正（医療費控除の特例
対応）に伴う改修業務委託

7,152,354 
行財政局税務部税制
課

京都市個人市・府民税課税支援システム税制改正（医
療費控除の特例対応）に伴う改修業務委託コンソーシ
アム
代表　日本電気株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

008 平成30年01月04日 宿泊税の導入に伴うＡＣＯＳ税システム改修業務委託 268,350,310 
行財政局税務部税制
課

宿泊税の導入に伴うＡＣＯＳ税シス
テム改修業務委託コンソーシアム
代表　日本電気株式会社

地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
第１１条第１項第１号

009 平成30年03月23日 税証明書コンビニ交付システム構築業務委託 44,712,000 
行財政局税務部税制
課

税証明書コンビニ交付システム
構築業務コンソーシアム
代表　日本電気株式会社

地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
第１１条第１項第１号

010 平成30年02月23日
平成３０年度当初課税固定資産税・都市計画税（土地・家屋）の納税
通知書作成等に係る業務委託

23,980,433 
行財政局税務部資産
税課

トッパン・フォームズ株式会社
関西事業部第二営業本部京都営
業所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

011 平成29年12月20日
平成29年度　京都市固定資産税・都市計画税（土地・家屋）課税支援
システムの再構築業務委託

32,055,480 
行財政局税務部資産
税課

「平成29年度京都市固定資産税・都市計画税（土地・
家屋）課税支援システムの再構築業務」コンソーシア
ム
代表　株式会社両備システムズ

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

012 平成30年01月10日
京都市滞納整理支援システム機能改修業務委託（付箋別一覧機能の拡
張等）

7,990,131 
行財政局税務部収納
対策課

「京都市滞納整理支援システム機能改修（付箋別一覧
機能の拡張等）」コンソーシアム
代表　日本電気株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

013 平成30年01月22日 京都市滞納整理支援システム機能改修業務委託（宿泊税対応） 36,824,005 
行財政局税務部収納
対策課

「京都市滞納整理支援システム機能改修（宿泊税対
応）」コンソーシアム
代表　日本電気株式会社

地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
第１１条第１項第１号

014 平成29年11月10日 京都市市税事務所納税室電算データ入力等業務委託 29,114,262 
行財政局市税事務所
納税室納税推進担当

株式会社キャリアパワー
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

（単位：円）
契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名

随意契約一覧表

契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校移転整備工事設計業務委託 ただし，建築及

び設備基本設計・実施設計業務委託 

 

２ 担当所属名 

行財政局総務部総務課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１０月６日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１０月７日から平成３２年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都新宿区新宿５－１７－６花園ビル４階 

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校移転整備工事 乾・RING・フジワラボ・o+h・

吉村設計共同体 

代表 有限会社乾久美子建築設計事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

６７８，２４０，０００円 

 

７ 契約内容 

（１）京都市立芸術大学の建築及び設備工事基本設計・実施設計 

（２）京都市立銅駝美術工芸高等学校の建築及び設備工事基本設計・実施設計 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

委託業者の選定に当たっては，価格以外に，同種類似業務の実績，とりわけ大学等の施設整備に

関する設計業務の経験や実績などを考慮する必要があり，契約の相手方の能力，技術，センス，経

験に基づくノウハウ等により履行内容又は履行方法に顕著な差異が現れる契約であって，その性質

及び目的が競争入札に適さないことから，「公募型プロポーザル方式」により，京都市立芸術大学移

転整備工事設計業務受託者選定委員会において，「書類審査」で応募者を６者以内に絞ったうえ，通

過した者による「ヒアリング審査」を実施する２段階選抜で契約の相手方を選定することとしたた

め。 

 

９ 根拠法令 

■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第６号 

□地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

京都市立芸術大学移転整備工事設計業務受託者選定委員会による審査の結果，キャンパスの設計

計画についての考えをしっかり持ち，その内容を的確に提案しながらも，状況に応じて柔軟に対応

する対話能力を有していること，さらに管理技術者を中心とするチームワークの良さについても一

歩抜き出ていたことから， もふさわしい設計者であると評価したため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市教育委員会事務局の大同生命京都ビル７階９階への移転に伴うビル内設備変更業務委託 

 

２ 担当所属名 

行財政局総務部庁舎管理課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１１月８日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１１月８日から平成２９年１２月２３日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市西区土佐堀一丁目３番７号 

株式会社シミズ・ビルライフケアS・BLC関西社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，８８０，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市教育委員会事務局が指定した入居レイアウトに伴って発生するビル内設備の変更作業を行

う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

大同生命京都ビル入居時のビル内設備変更業務については，賃室賃貸借契約証書により，当該ビ

ルの管理会社が指定する建築担当会社でしか実施できないため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

人事給与システムの改修業務委託 

 

２ 担当所属名 

行財政局総務部総務事務センター 

 

３ 契約締結日 

平成３０年１月２９日 

 

４ 履行期間 

平成３０年１月２９日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２６，７８４，０００円 

 

７ 契約内容 

扶養手当制度改正対応 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

人事給与システムは，日本電気株式会社が本市との綿密な協議を重ねて開発したものであり，本

システムについて新たに開発された部分に関する著作権は本市に帰属しているが，日本電気株式会

社が従前から権利を有する部分に関する著作権については，同社に帰属している。 

本件委託の内容には，同社に著作権が帰属している部分についてのシステム改修が多く含まれて

おり，人事給与システムの改修を迅速かつ正確に実施することができる特殊技術は，当システムを

設計開発し，一部著作権が帰属する日本電気株式会社のみが有しており，他の業者ではシステムを

改修することは不可能であるため。 

   

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

災害用備蓄飲料水「京のかがやき 疏水物語」の購入 

 

２ 担当所属名 

行財政局防災危機管理室 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１１月２７日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１１月２７日から平成３０年２月９日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区東九条東山王町１２番地 

京都市上下水道局 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，６９９，２００円 

 

７ 契約内容 

災害用備蓄飲料水「京のかがやき 疏水物語」を１６６，９９２本納入する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 災害用備蓄飲料水である「京のかがやき 疏水物語」は，市民に対する飲料水備蓄の啓発，災 

害に備えた家庭や地域における飲料水の確保及び安心安全でおいしい水道水のＰＲを目的として 

上下水道局がその製造及び販売を行っており，当該商品の市民への普及活動については，各局区 

が連携したオール京都市での取組を行っている。災害用備蓄飲用水の購入についても，防災危機 

管理室による「京のかがやき 疏水物語」の普及拡大に向けた取組として当該商品を選定するた 

め，当該契約についてはその契約手法として競争入札によることが適当ではないため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

市バス・地下鉄専用トラフィカ京カードの購入 

 

２ 担当所属名 

行財政局人事部人事課 

 

３ 契約締結日 

平成３０年３月２２日 

 

４ 履行期限 

平成３０年３月２３日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区太秦下刑部町１２番地 

京都市交通局 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

平成３０年度から市内出張用として市バス・地下鉄専用トラフィカ京カードの使用を開始するに

当たり，年度当初に各所属に配布するカードを調達する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

カードは市営地下鉄及び市バスを利用するための共通乗車券で，額面金額をもって購入するもの

であり，価格競争性がないため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

個人市民税税源移譲に伴う税額控除割合変更に係るシステム改修業務委託 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部税制課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１１月６日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１１月７日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング５F 

個人市民税税源移譲に伴う税額控除割合変更に係るシステム改修業務コンソーシアム 

代表 日本電気株式会社  

 

６ 契約金額（税込み） 

６０，０９９，８７２円 

 

７ 契約内容 

  県費負担教職員に係る税源移譲において、税源移譲前の税率を用いて計算した市民税所得割額及

び必要な税額控除額を情報提供ネットワークシステム及び課税証明書により提供できるようにする

ためのシステム改修を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  個人住民税の税額計算については本市情報化推進室において管理するホストコンピュータ上での	

 開発となるため，ホストコンピュータの仕様等を理解している必要があり，この条件を満たすのが，	

 製造元である日本電気株式会社を代表とし，過去に日本電気株式会社とともに改修業務に従事した	

 経験を有する株式会社ワードシステムをメンバーとして構成される当コンソーシアムだけであるた	

 め。	

 

９ 根拠法令 

■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号 

□地方自治法施行令第１６７条の２第１項第   号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

京都市個人市・府民税課税支援システム税制改正（医療費控除の特例対応）に伴う改修業務委託 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部税制課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月１８日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月１８日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 

京都市個人市・府民税課税支援システム税制改正（医療費控除の特例対応）に伴う改修業務委託 

コンソーシアム 

代表 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，１５２，３５４円 

 

７ 契約内容 

平成２８年税制改正に伴い，平成２９年１月１日より実施されている医療費控除の特例に対応す

るため，京都市個人市・府民税課税支援システムの仕様変更が必要な部分について，システム改修

を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市個人市・府民税課税支援システムの保守管理業務は日本電気株式会社とＮＥＣソリューシ

ョンイノベータで構成されるコンソーシアムに委託しており，本システムを習熟している。また，

税務オンラインシステムとの連携が必要なため，本市情報化推進室において管理するホストコンピ

ュータの仕様等を理解している必要があり，この条件を満たすのは製造元である日本電気株式会社

を代表とした，ＮＥＣソリューションイノベータをメンバーとして構成される本件コンソーシアム

だけであるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

宿泊税の導入に伴うＡＣＯＳ税システム改修業務委託 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部税制課 

 

３ 契約締結日 

平成３０年１月４日 

 

４ 履行期間 

平成３０年１月４日から平成３０年９月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

宿泊税の導入に伴うＡＣＯＳ税システム改修業務委託コンソーシアム 

代表 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２６８，３５０，３１０円 

 

７ 契約内容 

宿泊税の導入に伴い，課税事務及び収納業務を行うに当たって必要な機能を追加するため，シス

テム改修を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

税務オンラインシステムは，日本電気株式会社製の大型汎用コンピュータであるＡＣＯＳ上で稼

働するシステムであることから，税務オンラインシステムを改修して宿泊税に係る機能を追加する

ためにはＡＣＯＳの仕様を熟知している必要があり，この条件を満たすのは，ＡＣＯＳの製造元で

ある日本電気株式会社を代表とし，過去に日本電気株式会社とともにＡＣＯＳ改修業務に従事した

経験を有するワードシステム株式会社及び京都電子計算株式会社をメンバーとして構成される本件

コンソーシアムだけであるため。 

 

９ 根拠法令 

■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号 

□地方自治法施行令第１６７条の２第１項第   号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

税証明書コンビニ交付システム構築業務委託 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部税制課 

 

３ 契約締結日 

平成３０年３月２３日 

 

４ 履行期間 

平成３０年３月２４日から平成３１年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 

税証明書コンビニ交付システム構築業務コンソーシアム 

代表 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

４４，７１２，０００円 

 

７ 契約内容 

「市・府民税所得証明書（所得金額の証明）」及び「市・府民税課税証明書【全項目証明】」につ

いて，コンビニキオスク端末から証明書を発行するシステムを構築する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

コンビニ税証明書を作成するために必要な宛名情報及び市・府民税課税情報を収録している税務

オンラインシステムは，日本電気株式会社製の大型汎用コンピュータであるＡＣＯＳ上で稼働する

システムであることから，税務オンラインシステムから各データを抽出してコンビニ交付用のデー

タを編集するためにはＡＣＯＳの仕様を熟知している必要がある。 

また，各種証明書の作成を行うコンビニ交付システムは，住民票の写し，戸籍謄抄本及び税証明

書を作成することが可能であり，文化市民局が管理している既存の住民基本台帳ネットワークＡＰ

サーバ（以下「ＡＰサーバ」という。）上に構築することで も経費を抑えることができるため，Ａ

Ｐサーバ上に構築することから，ＡＰサーバの仕様についても熟知している必要がある。 

この条件を満たすのは，ＡＣＯＳの製造元及び既にＡＰサーバ上に住民票の写し等のシステム構

築を行っている日本電気株式会社を代表とした，ＮＥＣソリューションイノベータ及び株式会社ワ

ードシステムをメンバーとして構成される本件コンソーシアムだけであるため。 

 

９ 根拠法令 

■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号 

□地方自治法施行令第１６７条の２第１項第   号 



 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成３０年度当初課税固定資産税・都市計画税（土地・家屋）の納税通知書作成等に係る業務委

託 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部資産税課 

 

３ 契約締結日 

平成３０年２月２３日 

 

４ 履行期間 

平成３０年２月２４日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区烏丸通三条下る饅頭屋町５９５－３ 大同生命京都ビル６階 

トッパン・フォームズ㈱関西事業部第二営業本部京都営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

２３，９８０，４３３円 

 

７ 契約内容 

  固定資産税等納税通知書に同封するしおりを製造する。 

  固定資産税等納税通知書等の製造等及び郵便局への差出し。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 当委託業務は，個人情報の取扱いに係る安全性を確保した上で，約５３万通の固定資産税等納税

通知書を短期間で正確かつ確実に作成するとともに，納税者の方により固定資産税の制度等を理解

いただけるよう，しおりのデザインをより分かりやすいものにすることが必要であり，契約の相手

方の能力，技術，センス，経験に基づくノウハウ等により履行内容又は履行方法その他に顕著な差

異が現れるものであることから入札に適さず，事業者の能力，提案を評価するプロポーザル方式に

より，契約の相手方を選定するため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

公募型プロポーザルを実施し， も評価が高かった事業者を契約の相手方として選定した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度 京都市固定資産税・都市計画税（土地・家屋）課税支援システムの再構築業務委

託 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部資産税課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月２０日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月２１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

岡山市南区豊成二丁目７番１６号 

「平成29年度京都市固定資産税・都市計画税（土地・家屋）課税支援システムの再構築業務」コ

ンソーシアム 

代表 株式会社両備システムズ 

 

６ 契約金額（税込み） 

３２，０５５，４８０円 

 

７ 契約内容 

固定資産税・都市計画税（土地・家屋）の評価事務及び賦課事務において利用するシステムにつ

いて，仕様書及びプロポーザル時に提出された企画提案書等に定める機能及び条件等を満たすシス

テムを構築する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件業務の主な目的はシステム構築であり，契約の相手方の能力，技術，センス，経験に基づく

ノウハウ等により履行内容又は履行方法その他に顕著な差異が現れるものであって，仕様書等で具

体的に契約の内容を規定することが困難なものであるから入札に適さず，プロポーザル方式により

事業者の能力，提案を評価し，契約の相手方を選定するため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

公募型プロポーザルを実施し， も評価が高かった事業者を契約の相手方として選定した。 

 



11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市滞納整理支援システム機能改修業務委託（付箋別一覧機能の拡張等） 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部収納対策課 

 

３ 契約締結日 

平成３０年１月１０日 

 

４ 履行期間 

平成３０年１月１０日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

「京都市滞納整理支援システム機能改修（付箋別一覧機能の拡張等）」コンソーシアム 

代表 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，９９０，１３１円 

 

７ 契約内容 

京都市滞納整理支援システムについて，付箋別一覧機能をはじめとする進行管理機能，基本情報，

照会回答，処分等の機能整備及び拡充のためのシステム改修を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市滞納整理支援システムは，当初の開発業務として，総合評価方式による一般競争入札に付

した結果，日本電気株式会社を代表とするコンソーシアムを受託業者に決定し，開発を実施（平成

２０年３月１０日契約締結）した。 

その後の第二期分（平成２０年４月１日契約締結）以降の開発・改修業務についても，同社を代

表とするコンソーシアムが開発を実施してきた。また，保守運用業務についても，毎年，同社を代

表とするコンソーシアムに委託している。 

本件の改修に当たっては，高度な専門技術や知識とともに，不具合が発生した場合でも迅速に解 

決するための同システムに関する詳細な技術情報が必要となるが，この条件を満たすのは，当初の   

開発業務以降，同システムの改修及び保守を従事する日本電気株式会社，ＮＥＣソリューションイ 

ノベータ株式会社，株式会社シンクにより構成するコンソーシアムのみであるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 



10 契約の相手方の選定理由 

上記８と同じ 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市滞納整理支援システム機能改修業務委託（宿泊税対応） 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部収納対策課 

 

３ 契約締結日 

平成３０年１月２２日 

 

４ 履行期間 

平成３０年１月２２日から平成３１年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

「京都市滞納整理支援システム機能改修（宿泊税対応）」コンソーシアム 

代表 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

３６，８２４，００５円 

 

７ 契約内容 

宿泊税の導入に伴い，徴収事務を行うに当たって必要な機能を追加するため，京都市滞納整理支 

援システムを改修する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市滞納整理支援システムは，当初の開発業務として，総合評価方式による一般競争入札に付

した結果，日本電気株式会社を代表とするコンソーシアムを受託業者に決定し，開発を実施（平成

２０年３月１０日契約締結）した。 

その後の第二期分（平成２０年４月１日契約締結）以降の開発・改修業務についても，同社を代

表とするコンソーシアムが開発を実施してきた。また，保守運用業務についても，毎年，同社を代

表とするコンソーシアムに委託している。 

本件の改修に当たっては，高度な専門技術や知識とともに，不具合が発生した場合でも迅速に解 

決するための同システムに関する詳細な技術情報が必要であることに加え，日本電気株式会社製の 

ＡＣＯＳ上で稼働する既存の税務オンラインシステムとの新たなデータ連携を行うことから，税務 

オンラインシステム等の機能を損なうことなく改修を行うためには，ＡＣＯＳの仕様を熟知してい 

る必要がある。この条件を満たすのは，ＡＣＯＳの製造元である日本電気株式会社とともに，当初 

の開発業務以降，同システムとＡＣＯＳの改修及び保守を従事するＮＥＣソリューションイノベー 

タ株式会社及び株式会社シンクにより構成するコンソーシアムのみであるため。 

 

 



９ 根拠法令 

■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号 

□地方自治法施行令第１６７条の２第１項第   号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８と同じ 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市市税事務所納税室電算データ入力等業務委託 

 

２ 担当所属名 

行財政局市税事務所納税室納税推進担当 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１１月１０日 

 

４ 履行期間 

平成３０年１月４日から平成３０年１２月２８日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市下京区塩小路通東塩小路町８４３－２ 日本生命京都ヤサカビル４階 

株式会社キャリアパワー 

 

６ 契約金額（税込み） 

２９，１１４，２６２円 

 

７ 契約内容 

   準備業務 

  ア 業務設計及びマニュアルの作成等 

  イ 業務実施体制の構築 

  ウ 要員教育 

  エ 備品及び消耗品等の整備 

   運営業務 

  ア 軽自動車税データ入力等業務 

  イ 市税口座振替データ入力等業務 

   運営管理業務 

  ア 運営管理業務実施計画（組織，人員計画）の企画立案及び実績管理，リスク管理等並びに業

務全体の管理統制 

  イ 課題の把握と改善策の立案，実施 

  ウ 業務報告 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件委託により実施する軽自動車税課税データ入力及び口座振替データ入業務については，課税

誤りなどが許されない業務であり，価格以外の要素（類似業務の実績，従事者のスキル，コンプラ

イアンスの徹底等）で契約業者を選定する必要があることから，プロポーザル方式により事業者の

能力，提案を評価し，契約の相手方を選定するため。 

 



９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

公募型プロポーザルを実施し， も評価が高かった事業者を契約の相手方として選定した。 

 

11 その他 

 

 


