
001 平成30年01月26日
京都コンサートホール駐車場管理システム設備リース（長期継続契
約）

9,784,800 
文化市民局文化芸術
都市推進室文化芸術
企画課

三菱電機クレジット株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号

002 平成29年10月30日
京都市域内に所在する周知の埋蔵文化財包蔵地「平安京跡・西寺跡・
唐橋遺跡」における発掘調査支援業務委託

（当初）
7,365,600
（変更後）
5,346,000

文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保
護課

公益財団法人京都市埋蔵文化財
研究所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成29年12月27日
京都市美術館再整備工事に伴う工事監修業務委託　ただし，建築及び
設備工事監修業務委託

36,828,000 
文化市民局美術館総
務課

京都市美術館再整備工事基本設
計青木淳・西澤徹夫設計共同体

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

004 平成29年12月18日 平成２９年度京都市動物園大径木植栽業務委託 5,897,664 
文化市民局動物園総
務課

植彌加藤造園株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

005 平成30年02月09日 「二条城桜まつり２０１８」事業実施委託 17,597,304 
文化市民局元離宮二
条城事務所

株式会社ネイキッド
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

006 平成30年01月09日 重要文化財（建造物）二条城本丸御殿公開計画策定業務 5,160,672 
文化市民局元離宮二
条城事務所

一般財団法人建築研究協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

007 平成30年01月11日
京都市上鳥羽北部いきいき市民活動センター整備工事
ただし，塀改修その他工事について

3,770,280 
文化市民局地域自治
推進室

株式会社カトウ住宅サービス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

008 平成29年11月01日 市民窓口システムハードウェア及びプログラムプロダクト保守 7,128,000 
文化市民局地域自治
推進室

市民窓口システムハードウェア
及びプログラムプロダクト保守
コンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

009 平成29年12月05日 住民基本台帳システムの旧姓併記対応に係るシステム改修 27,478,440 
文化市民局地域自治
推進室

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29年10月27日
横大路運動公園の再整備・防災機能強化に係る地質等調査及び設計条
件整理業務

（当　初）
21,384,000
（変更後）
23,652,000

文化市民局市民ス
ポーツ振興室

パシフィックコンサルタンツ株
式会社

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08日 平成２９年度　桂川緑地久我橋東詰公園グラウンド等整備業務委託 25,808,760 
文化市民局市民ス
ポーツ振興室

長谷川体育施設株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号

012 平成29年12月28日
京都アクアリーナ館内空調自動制御機器（B1RCP-3/AC-1,2）点検整備
業務委託

8,456,400 
文化市民局市民ス
ポーツ振興室

アズビル株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

013 平成30年02月01日 京都アクアリーナカメラ設備更新 9,180,000 
文化市民局市民ス
ポーツ振興室

パナソニックＥＳエンジニアリ
ング株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

随意契約一覧表

契約金額（税込）
（単位：円）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都コンサートホール駐車場管理システム設備リース（長期継続契約） 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 

 

３ 契約締結日 

平成３０年１月２６日 

 

４ 履行期間 

平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区梅田一丁目８番１７号	

三菱電機クレジット株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，７８４，８００円 

 

７ 契約内容 

駐車場管理システムの発券機が故障し，使用不可能な状態となっている。駐車場管理システムは，

複数の機器により構成されており，製造者ごとにシステムの仕様が異なる。また，既存の駐車場管

理システムの製造者は，既に事業撤退をしているため，システムの再構築が困難である。そのため，

システム全体の機器更新を含むリース契約を締結する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

駐車場管理システムの発券機が故障し，来館者の自動車が列を作っている状態も発生している状

況である。このような状況を直ちに解消するために，駐車場管理システムの機器更新を緊急的に実

施する必要がある。 

駐車場管理システムの機器更新を緊急的に実施できる業者（３社）から見積を収受し，そのうち

の最安値の業者と契約を締結する。	

 

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５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 

京都市域内に所在する周知の埋蔵文化財包蔵地「平安京跡・西寺跡・唐橋遺跡」における発掘調

査支援業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年１０月３０日 

（変更後）平成２９年１２月１日 

４ 履行期間 

平成２９年１０月３０日から平成３０年１２月６日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町２６５番地の１ 

公益財団法人 京都市埋蔵文化財研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）７，３６５，６００円 

（変更後）５，３４６，０００円 

 

７ 契約内容 

本件については，文化財保護法第９９条第１項の規定により本市が発掘調査を行うものとし，

費用負担については，昭和５９年１１月３０日付け文化庁記念物課埋蔵文化財担当「事務連絡」

に基づき，公費で実施する。なお，発掘調査の支援事業については，専門的な技術や判断を要

するものであり，埋蔵文化財の発掘並びに研究等のために本市が設立した公益財団法人京都市

埋蔵文化財研究所に委託し，実施する。 
 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当初予定よりも遺構密度が低く，調査期間が短縮され，委託作業日数や作業員総数が減少したこ

とから，委託料が当初予定を下回った。 

 

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 

京都市美術館再整備工事に伴う工事監修業務委託 ただし，建築及び設備工事監修業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局美術館総務課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月２７日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月２８日から平成３１年１０月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区南青山６－１１－８ 

京都市美術館再整備工事基本設計青木淳・西澤徹夫設計共同体 

 

６ 契約金額（税込み） 

３６，８２８，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市美術館再整備工事を行うにあたり，基本設計の内容等の説明及び質疑回答，施工図，施工

計画書の確認及び指導，設計説明資料の設計理念，方針等に関する資料作成及び景観シミュレーシ

ョン，完成予想パース，許認可申請資料等の作成指導，美術館本館改修・整備方針に対する助言指

導を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市美術館再整備工事（以下「再整備工事」という。）を円滑に遂行するにあたって，「京都市

美術館再整備工事基本設計（平成２８年６月）」（以下「基本設計」という。）の内容・意図を熟知し，

再整備工事に係る理念と方針を正確に反映する必要がある。 

本業務は，これらの実現のために，基本設計における理念，方針，計画，それらに基づく詳細な

仕様について設計図書に表現したうえで，設計図書だけでは表現しきれない仕上げ材の色彩や詳細

の納まり等まで，工事施工者が正しく理解し確実に反映できるよう説明するため，高度な知識及び

技術力を必要とする。 

したがって，本件については，特殊な知識・能力等を有することが必要であり，性質又は目的が

競争入札に適さず，価格以外の要素によって相手方を選定することが妥当であるため，地方自治法

施行令第１６７条の２第１項第２号及び「京都市物品等の調達の契約に係る随意契約ガイドライン」

イ（イ）の基準に基づき，再整備工事の実施設計監修業務に引き続き，再整備工事の基本設計業務

を受託していた青木淳・西澤徹夫設計共同体を受託業者として選定する。 

 

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 

平成２９年度京都市動物園大径木植栽業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局動物園総務課 

 

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１９日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町４５	

植彌加藤造園株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，８９７，６６４円（消費税及び地方消費税相当額４３６，８６４円を含む。） 

 

７ 契約内容 

ア 大径木植栽に関する施工計画及び運搬計画の立案	

 イ 植栽業務	

 ウ その他付帯する業務全般 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務で植栽する大径木については，樹高１０メートル，幹周１メートル以上を予定しており，

一般的な樹木と比べて植栽作業に係る難易度が非常に高い。また，ゾウは体重２トン，体高２．５

メートル，キリンは体重１トン，体高５メートルを超えるなど非常に大型の動物であり，これらの

動物による樹木の引き倒しを防ぐためには，地下支柱等による専門の技術やノウハウを用いた設計

が必要となる。加えて，植栽作業に当たっては，動物の習性を理解し，動物の反応を確認したうえ

で，現場での下枝剪定等の調整作業を確実に実施する必要がある。 

このため，契約の相手方の選定に当たっては，契約の相手方のノウハウ，考え方が大きく結果に

影響されるため，必ずしも契約価格に比例しない。 

以上のことから，単に価格により契約の相手方を定める競争入札に付することは適しておらず，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当するため，随意契約によることとする。 

 

９ 根拠法令 

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 

「二条城桜まつり２０１８」事業実施委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

平成30年2月9日 

 

４ 履行期間 

平成30年2月9日～平成30年4月30日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都渋谷区元代々木町２５－８ 株式会社ネイキッド 

 

６ 契約金額（税込み） 

17,597,304円（税込） 

 

７ 契約内容 

（１）夜間ライトアップを含む「二条城桜まつり２０１８」開催期間中の企画，演出， 

  設営及び運営管理業務 

（２）広報業務 

（３）事業終了後の設営撤去及び原状回復 

（４）前各号に掲げるもののほか，当該事業に関し甲が必要と認める事項 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

春の二条城の魅力を市民や国内外の観光客の皆様に堪能していただくとともに，来城者の増加を

図り，文化財保全に係る費用の獲得を図るため，「二条城桜まつり２０１８」を実施する。実施にあ

たっては，効果的・効率的に推進するとともに，その遂行には専門的知識及び技術を必要とするた

め，専門業者に委託する。 

事業実施業者の選定に当たっては，候補者の企画・運営能力，文化芸術及び文化財保護に対する

知識，信頼性等の様々な要素を総合的に考慮する必要があることから，各候補者に提案を求める総

合評価（プロポーザル）方式により選定する。 

 

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。受託候補者選定委員会において，提案者に対するヒアリングを実施し，あらか



じめ定めた評価項目に基づき提案内容を審査した結果，評価点が高いことなどから委託契約先とし

て選定した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

重要文化財（建造物）二条城本丸御殿公開計画策定業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

平成30年1月9日 

 

４ 履行期間 

平成30年1月9日～平成30年3月31日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区田中関田町43 一般財団法人建築研究協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

5,160,672円（税込） 

 

７ 契約内容 

京都市では平成２９年度から３３年度に重要文化財（建造物）二条城本丸御殿の保存修 

理工事を行い，平成３４年度から一般公開等の活用を開始する。本業務は，その活用に必 

要な設備等の計画を策定するものである。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本丸御殿は国指定重要文化財（建造物）であり，その敷地は国指定史跡である。そのた 

め，本業務を遂行する業者は，文化財に精通した知識を有すること，将来の活用を見据え 

た歴史的・文化的な広い視野をもって資料を作成する能力を有することの2つの条件を満 

たす必要がある。これらは契約価格に応じて発揮される性格ではないため，価格により契 

約の相手方を定める競争入札には適しておらず，地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

第２号に該当することから，随意契約を行う。 

 

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。受託候補者選定委員会において，提案者に対するヒアリングを実施し，あらか

じめ定めた評価項目に基づき提案内容を審査した結果，評価点が高いことなどから委託契約先とし

て選定した。 

 



11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市上鳥羽北部いきいき市民活動センター整備工事 ただし，塀改修その他工事について 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成30年1月11日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から75日以内 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市山科区勧修寺平田町39番地 

株式会社カトウ住宅サービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

３，７７０，２８０円 

 

７ 契約内容 

上鳥羽北部いきいき市民活動センター北側及び南側にあるブロック塀の耐震改修工事 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市上鳥羽北部いきいき市民活動センターの塀等を改修する工事であり，本件は，競争入札に

付していたが，応札者なしのため ，入札不成立になったものであり，再入札を行う期間的余裕がな

いことから，オープンカウンターにおいて見積りの徴収を行い，提出のあった３者から最低見積価

格を提示した株式会社カトウ住宅サービスと随意契約を行った。 

 

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８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 

市民窓口システムハードウェア及びプログラムプロダクト保守 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１１月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１１月１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 

市民窓口システムハードウェア及びプログラムプロダクト保守コンソーシアム  

 

６ 契約金額（税込み） 

７，１２８，０００円 

 

７ 契約内容 

（１）市民窓口システムの障害復旧及び報告（ハードウェア及びソフトウェア） 

（２）機器障害を未然に予防する為の定期的な保守点検 

（３）ソフトウェアに関するサポート窓口の開設 

（４）ソフトウェアのバージョンアップ製品についての情報提供及びバージョンアップ媒体

の提供 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

市民窓口システムは，本市独自の仕様によるシステムであり，そのシステムの保守管理を行うた

めには，当該システムに係る十分な知識及び技術が必要であり，当該システムを熟知していなけれ

ば，市民窓口システムの障害時に迅速に対応することができない。よって，システム開発を行い，

当該システムを熟知している日本電気株式会社でなければ，当該業務を行うことはできないため。 

※日本電気株式会社は，ＮＥＣフィールディング株式会社と共同して契約を履行としているため，

日本電気株式会社及びＮＥＣフィールディング株式会社により結成されたコンソーシアムと随意契

約を締結した。 

 

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 



市民窓口システムは，日本電気株式会社が本市独自仕様のシステム開発を行っており，当該シス

テムの技術的知識を構築しており，保守管理についても当該業者のみ対応可能であるため。 

 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

住民基本台帳システムの旧姓併記対応に係るシステム改修 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月５日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月５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 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，４７８，４４０円 

 

７ 契約内容 

旧氏記載による住民基本台帳法の一部を改正する政令等の施行に伴い，住民基本台帳オンライン

システム，住民基本台帳バッチシステム，住基ネットワーク連携システム，土日開所・バックアッ

プサーバシステム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） 

住民基本台帳システム等は，日本電気株式会社が本市独自仕様のシステム開発を行い，当該シス

テムの技術的知識を構築しているため，システム改修についても当該業者のみ対応可能であるため。 

 

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 １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 

横大路運動公園の再整備・防災機能強化に係る地質等調査及び設計条件整理業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年１０月２７日 

（変更後）平成３０年 ３月２３日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１０月２７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 

京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 

パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）２１，３８４，０００円（税込） 

（変更後）２３，６５２，０００円（税込） 

 

７ 契約内容 

基本設計等に向けた地質等状況調査及び設計条件の整理業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

横大路運動公園は廃棄物埋立処分地として活用されていた経過があることから，本業務は，廃棄

物の処理及び清掃に関する法律等各種法律やガイドラインに沿って履行する必要がある。また，再

整備の中で硬式野球場を新たに建築するため，廃棄物関連・建築関連等総合的な実績・ノウハウが

求められる。 

各業者におけるこれまでの受託実績や企画提案等のノウハウについて総合的に判断する必要があ

り，競争入札に適しないものであるため，公募型プロポーザルにより，契約の相手方を選定した。 

 

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の結果として，総合評価点が基準を超え，業務を実施し得る能力を有すると

判断したため 

 



11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度 桂川緑地久我橋東詰公園グラウンド等整備業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月８日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月９日から平成３０年３月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市中央区船越町２－４－１２ 

長谷川体育施設株式会社関西支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

２５，８０８，７６０円（税込） 

 

７ 契約内容 

台風２１号により被災した桂川緑地久我橋東詰公園の復旧業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

平成２９年１０月２２日（日）の台風２１号による豪雨及び突風の影響により，河川敷にある桂

川緑地久我橋東詰公園が全面冠水し，グラウンドに多くの川砂，川砂利，流木が堆積する被害が発

生し，被害の程度が大きいため，施設全体を供用停止することとなった。 

指定管理者とも協力し，比較的被害の少なかったテニスコートについては，応急対策を講じ，１

１月３日（金・祝）から一部を除き供用開始することができたが，それ以外の第１～第３球技場，

運動場兼ソフトボール場及びテニスコートの一部については，被害の程度が大きく供用開始が出来

ていない状況が続いていた。 

このような状況の中，利用者から早急な供用開始を求められており，本市及び指定管理者におい

て，至急，作業範囲及び復旧方法の確定，必要経費の算定の検討を行い，改善事業の実施目途を立

てることができた。 

作業範囲が広く，川砂や礫石の撤去，真砂土の補充・整地・転圧等の全ての作業工程を完了させ

るには３カ月程度の期間が必要であるが，遅くとも今年度末までには全ての施設を供用できる状態

にしておかなければ，競技団体の大会等への影響が大きいため，競争入札に付する期間がないこと

から，見積合わせにより受託者を選定した。 

 

 

 



 

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５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

緊急対応の必要により一般競争入札に付することができなかったため，見積合わせにより契約の

相手方を選定することとし，京都市競争入札参加有資格者名簿から３社選定し，見積書の提出を受

けた。その中で長谷川体育施設株式会社が最も低い金額を提示したため，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 

京都アクアリーナ館内空調自動制御機器（B1RCP-3/AC-1,2）点検整備業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月２８日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月２９日から平成３０年３月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市北区天満橋一丁目８番３０号 

アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，４５６，４００円（税込） 

 

７ 契約内容 

京都アクアリーナ館内空調自動制御機器（B1RCP-3/AC-1,2）点検整備業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

アクアリーナの空調については，アズビル社製の機器により，自動制御，監視している。点検整

備を行うに当たっては，本件機器の構成を熟知するアズビル株式会社以外では本件契約の目的を達

成できないため 

 

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 

京都アクアリーナカメラ設備更新 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

平成３０年２月１日 

 

４ 履行期間 

平成３０年２月２日から平成３０年３月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市中央区城見２丁目１番６１号 

パナソニックＥＳエンジニアリング株式会社 近畿支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，１８０，０００円（税込） 

 

７ 契約内容 

京都アクアリーナの監視カメラ更新業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都アクアリーナの監視カメラについては，パナソニック製の設備にて制御・監視等を行ってお

り，共通のカメラ駆動ユニットやスイッチャで，全カメラを一括管理している。今回，更新を行う

カメラについては同社以外の機器では，既存カメラ駆動ユニット等との連携が保たれない。 

そのため，当該機器設備の製造メーカーであるパナソニック株式会社の保守メンテナンス部門で

あるパナソニックＥＳエンジニアリング株式会社以外では契約の目的を達成できないため 

 

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 

 


