
001 令和1年09月12日
回転翼航空機（ＪＡ９１１Ａ：ひえい）耐空証明検査前整備（基本整
備以外の整備）

（当　初）
（変更後）

225,060,000
186,406,000

消防局総務部施設課
エアバス・ヘリコプターズ・
ジャパン株式会社

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

002 令和1年12月02日
回転翼航空機（ＪＡ９１１Ａ：ひえい）耐空証明検査前整備（追加整
備）

7,485,500 消防局総務部施設課
エアバス・ヘリコプターズ・
ジャパン株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号

003 令和2年03月24日 回転翼航空機（JA02FD：あたご）整備用部品 6,614,553 消防局総務部施設課
エアバス・ヘリコプターズ・
ジャパン株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

004 令和2年01月07日 京都市市民防災センター土砂災害体験コーナー整備委託 39,985,000 消防局総務部施設課 株式会社乃村工藝社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

005 令和1年11月14日 令和元年度救急車両更新に伴う車載無線等整備 5,280,000 
消防局警防部情報指
令課

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

006 令和1年12月02日 消防業務システム（住宅用火災警報器）改修業務委託 13,365,000 
消防局警防部情報指
令課

株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

007 令和1年12月27日 令和元年度消防車両更新に伴う車載無線等整備 7,590,000 
消防局警防部情報指
令課

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 令和2年01月16日 消防業務端末設定業務委託 6,600,000 
消防局警防部情報指
令課

株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

009 令和2年01月23日 災害状況等自動案内装置更新事業業務委託 21,450,000 
消防局警防部情報指
令課

株式会社　日立製作所
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

010 令和元年11月20日 産業廃棄物処理業務委託
（当　初）
（変更後）

 131,381,382138,消防局総務部施設課 寺村建材株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

随意契約一覧表

（単位：円）
契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 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 

回転翼航空機（ＪＡ９１１Ａ：ひえい）耐空証明検査前整備（基本整備以外の整備） 

 

２ 担当所属名 

消防局総務部施設課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和元年 ９月１２日 

（変更後）令和元年１１月２２日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から令和元年１２月６日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区六本木六丁目１０番１号 

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 カスタマーサポート部 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）２２５，０６０，０００円 

（変更後）１８６，４０６，０００円 

 

７ 契約内容 

回転翼航空機の耐空証明検査前整備 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本市が保有する回転翼航空機（JA911A：ひえい）の耐空証明を更新するにあたり，令和元年９月

１２日に耐空証明検査前整備に係る契約を締結したが，海外からの主要交換部品の供給遅れにより

履行期限内の契約履行が困難となったため，整備内容を変更し，変更契約を締結した。 

 

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 

回転翼航空機（ＪＡ９１１Ａ：ひえい）耐空証明検査前整備（追加整備） 

 

２ 担当所属名 

消防局総務部施設課 

 

３ 契約締結日 

令和元年１２月２日 

 

４ 履行期間 

令和元年１２月６日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区六本木六丁目１０番１号 

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 カスタマーサポート部 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，４８５，５００円 

 

７ 契約内容 

回転翼航空機の耐空証明検査前整備 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

「回転翼航空機（JA911A:ひえい）耐空証明検査前整備（基本整備）（契約 No.449650）」について，

耐空証明検査を受検するにあたり検査前整備を実施していたところ，複数箇所に不具合が認められ

た。 

不具合箇所を修繕しなければ，耐空証明を取得することができず，飛行不能となり，業務に著し

い支障が生じるため，緊急に修繕する必要があることからエアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株

式会社を選定した。 

 

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 

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 

回転翼航空機（JA02FD：あたご）整備用部品 

 

２ 担当所属名 

消防局総務部施設課 

 

３ 契約締結日 

令和２年３月２４日 

 

４ 履行期間 

令和２年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区六本木六丁目１０番１号 

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 カスタマーサポート部 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，６１４，５５３円 

 

７ 契約内容 

回転翼航空機整備用部品の購入 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

航空機の整備を業務として行うには，航空法第２０条の規定による国土交通大臣の認定を受けた

事業所であること及び航空機製造事業法第２条の２の規定による経済産業大臣の許可を受けた事業

場であることが必要となる。 

また，回転翼航空機は機体の特殊性から，機種によって整備に必要な技術が異なるほか，機体部

品に関しても航空法において「航空機は，有効な耐空証明を受けているものでなければ，航空の用

に供してはならない」と規定されている。この耐空証明を維持するためには，航空機整備マニュア

ルに定められた期間及び手順に従い点検整備を実施する必要があり，定期点検整備による交換部品

や不具合発生等により交換の必要が生じた部品についても，製造者が定める部品を使用しなければ

ならない。 

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社は国土交通大臣の認定及び経済産業大臣の許可を

満たす事業場であり，かつフランス国エアバス・ヘリコプターズ社（当市保有ヘリコプター「ＡＳ

３６５Ｎ３型」の製造者）が認定する日本国内における唯一の整備工場であるとともに，エアバス・

ヘリコプターズ社製機体及び機体部品を購入することができる日本で唯一の輸入販売代理店でもあ

ることから，エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社を選定した。 

 

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 

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 

京都市市民防災センター土砂災害体験コーナー整備委託 

 

２ 担当所属名 

消防局総務部施設課 

 

３ 契約締結日 

令和２年１月７日 

 

４ 履行期間 

令和２年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区台場２丁目３番４号 

株式会社乃村工藝社 

 

６ 契約金額（税込み） 

３９，９８５，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市市民防災センター内土砂災害体験コーナーの整備 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市市民防災センター（以下「防災センター」という。）は，災害の疑似体験等を通して防災知

識や災害対応力を向上させるための施設である。 

防災センターの各種体験施設及び各種体験コーナー等は，同センター開館当初から株式会社乃村

工藝社が独自にシステムを開発・製作したもので，これらの装置の意匠及び制御プログラムに関す

る権利は同社が有しており，また，同社が当該制御プログラムを含めたシステム機器等の保守管理

も行っている。 

当該システム機器等を活用した整備を行うにあたり，既存の制御プログラムの改修及び変更が必

要となり，これらの作業は当該システム機器等の排他的権利を有する上記業者以外のものでは行う

ことができないことから，株式会社乃村工藝社と契約するもの。 

 

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 

令和元年度救急車両更新に伴う車載無線等整備 

 

２ 担当所属名 

消防局警防部情報指令課 

 

３ 契約締結日 

令和元年１１月１４日 

 

４ 履行期間 

令和元年１２月２７日 

 

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 

日本電気株式会社 

６ 契約金額（税込み） 

５，２８０，０００円 

 

７ 契約内容 

令和元年度救急車更新に伴い，車載型無線装置及び車載端末装置の積載替等の整備を行うもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

令和元年度の車両更新に伴い，車載型無線装置及び車載端末装置の積載替等を行う際に車両デー

タの設定変更が必要となる。車載型無線装置及び車載端末装置の車両データの設定変更には，本装

置の機能，構造を把握していなければ行えず，製造業者のみが有する技術情報が必要になることか

ら，製造業者である日本電気株式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 

消防業務システム（住宅用火災警報器）改修業務委託 

 

２ 担当所属名 

消防局警防部情報指令課 

 

３ 契約締結日 

令和元年１２月２日 

 

４ 履行期間 

令和２年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町４４４ 京都四条新町ビル 

株式会社 ＤＴＳ ＷＥＳＴ 

 

６ 契約金額（税込み） 

１３，３６５，０００円 

 

７ 契約内容 

消防業務システムにおける住宅用火災警報器に関する項目について，設置から１０年を経過

する機器の把握及び交換等の指導を効率的に実施するために，必要な改修を実施するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

消防業務システムソフトウェアは，株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴが開発しており，そのプログラム

及びデータベース構造等に関する技術情報については，株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴが排他的権利を

有しており，他の業者が改修，設定及び調整作業を行うことは不可能であることから，他社との競

争が成立せず競争入札に適さないため。 

 

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 

令和元年度消防車両更新に伴う車載無線等整備 

 

２ 担当所属名 

消防局警防部情報指令課 

 

３ 契約締結日 

令和元年１２月２７日 

 

４ 履行期間 

令和２年３月３１日 

 

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 

日本電気株式会社 

６ 契約金額（税込み） 

７，５９０，０００円 

 

７ 契約内容 

令和元年度消防車更新に伴い，車載型無線装置及び車載端末装置の積載替等の整備を行うもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

令和元年度の車両更新に伴い，車載型無線装置及び車載端末装置の積載替等を行う際に車両デー

タの設定変更が必要となる。車載型無線装置及び車載端末装置の車両データの設定変更には，本装

置の機能，構造を把握していなければ行えず，製造業者のみが有する技術情報が必要になることか

ら，製造業者である日本電気株式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 

消防業務端末設定業務委託 

 

２ 担当所属名 

消防局警防部情報指令課 

 

３ 契約締結日 

令和２年１月１６日 

 

４ 履行期間 

令和２年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町４４４ 京都四条新町ビル 

株式会社 ＤＴＳ ＷＥＳＴ 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，６００，０００円 

 

７ 契約内容 

消防業務端末用のパソコン８０台について，消防業務システム利用のための必要なソフトウェア

のインストール及び設定を実施するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

消防業務システムソフトウェアの著作権及びデータベース構造，連携インターフェース等に関す

る技術情報は，開発及び納入した株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴが排他的権利として有しており，当該

業務を履行することが可能な業者は株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴに限られることから，他社との競争

が成立せず競争入札に適さないため。 

 

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 

災害状況等自動案内装置更新事業業務委託 

 

２ 担当所属名 

消防局警防部情報指令課 

 

３ 契約締結日 

令和２年１月２３日 

 

４ 履行期間 

令和２年１月２４日から令和２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長刀鉾町20番地 

株式会社 日立製作所 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

２１，４５０，０００円 
 

７ 契約内容 

災害状況等自動案内装置について，保守期限，ОＳサポート期限及び部品交換周期を迎える

機器について更新を実施するとともに，京都市情報セキュリティ対策基準に基づき，常に 新

のセキュリティ対策を講じることができるよう更新を行うもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 災害状況等自動案内装置は，株式会社日立製作所が本市仕様として作成したものであり，同

じく本市仕様として同社が開発，製造した消防指令システムと接続のうえ運用している。 

災害状況等自動案内装置の更新を正確に実施することができる特殊技術は，当該装置を設計， 

製作しかつ消防指令システムの制御プログラム等について熟知している日立製作所のみが有し 

ているため，既存装置を構成した日立製作所以外の業者では現行の消防指令システムと接続の 

うえ稼動させることに著しい支障が生ずるおそれがあるため。 

 

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 

産業廃棄物処理業務委託 

 

２ 担当所属名 

消防局総務部施設課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和元年１１月２０日 

（変更後）令和元年１２月２７日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から令和元年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市伏見区深草一ノ坪町４１ パールハイツイナリ１０３３ 

寺村建材株式会社  

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１３１，３８１，３８２円 

（変更後）１３８，４０２，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市新北消防署（仮称）整備工事の施行に伴い発生した産業廃棄物の処理 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１１条第１項及び第２１条の３第１項により，土木建築工

事に伴い発生する産業廃棄物については，工事の元請業者が処理しなければならないとされている

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 


