
001 令和2年11月04日
令和２年度 在阪準キー局を活用した京都文化等のPR動画制作及び発信業
務

5,500,000 
総合企画局市長公室広
報担当

朝日放送テレビ株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

002 令和2年04月01日 令和２年度戦略的広域シティＰＲ業務委託

（当　初）
16,995,000
（変更前）
11,770,000
（変更後）
9,130,000

総合企画局市長公室広
報担当

株式会社イニシャル
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

003 令和2年10月21日
京都市大学のまち交流センター整備工事設計業務委託
ただし，空調設備その他改修工事実施設計業務委託

3,344,000 
総合企画局総合政策室
大学政策担当

アールイーマネジメント株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第８号

004 令和2年10月01日 京都市戦略的首都圏企業連携推進業務委託 11,927,850 総合企画局東京事務所 株式会社東洋経済新報社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

005 平成28年03月30日
大型汎用コンピュータのオープン化に係る税システム（オンライン処
理）設計・開発等業務委託

（当　初）
397,440,000
（変更前）

416,772,000
（変更後）

408,348,000

総合企画局情報化推進
室情報システム担当

株式会社ＤＴＳ
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第８号

006 平成28年07月07日
大型汎用コンピュータのオープン化に係る住民基本台帳システム（オン
ライン処理）設計・開発等業務委託

（当　初）
322,520,400
（変更後）

319,410,000

総合企画局情報化推進
室情報システム担当

株式会社アルバス
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第８号

007 平成28年10月20日 市民窓口端末機器等賃貸借

（当　初）
444,902,220
（変更前）

497,047,104
（変更後）

517,920,024

総合企画局情報化推進
室情報システム担当

市民窓口端末機器等賃貸借に係る
賃貸借業務コンソーシアム

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

008 平成30年03月29日
大型汎用コンピュータのオープン化に係る住民基本台帳システムのデー
タ移行業務等委託

（当　初）
32,011,200
（変更後）
31,557,600

総合企画局情報化推進
室情報システム担当

株式会社アルバス
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

009 平成30年03月29日
大型汎用コンピュータのオープン化に係る税システムのデータ移行業務
等委託

（当　初）
32,140,800
（変更後）
30,844,800

総合企画局情報化推進
室情報システム担当

株式会社ＤＴＳ
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

010 令和2年04月01日 大型汎用コンピュータのオープン化に係る技術支援等業務委託

（当　初）
38,384,830
（変更前）

160,593,396
（変更後）

150,610,896

総合企画局情報化推進
室情報システム担当

公益財団法人京都高度技術研究所
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２号

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）

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）

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名

011 令和2年04月01日 大型汎用コンピュータのオープン化に係る工程管理支援等業務委託

（当　初）
24,200,000
（変更後）
16,940,000

総合企画局情報化推進
室情報システム担当

ピースミール・テクノロジー株式
会社

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

012 令和2年08月13日
大型汎用コンピュータのオープン化に伴う住民基本台帳システム（オン
ライン処理）令和２年度追付改修作業業務委託

（当　初）
70,840,000
（変更後）
69,828,000

総合企画局情報化推進
室情報システム担当

株式会社アルバス
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２号

013 令和2年09月08日
大型汎用コンピュータのオープン化に伴う税システム（オンライン処
理）令和２年度追付改修作業業務委託

（当　初）
45,381,600
（変更後）
45,051,600

総合企画局情報化推進
室情報システム担当

株式会社ＤＴＳ
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２号

014 令和2年11月16日
国民健康保険システム等業務用オンライン端末等に係るACOS接続対応作
業業務委託

37,180,000 
総合企画局情報化推進
室情報システム担当

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

015 令和2年11月16日
介護保険システム等業務用オンライン端末等に係るACOS接続対応作業業
務委託

16,390,000 
総合企画局情報化推進
室情報システム担当

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

016 令和2年11月16日
児童手当システム等業務用オンライン端末等に係るACOS接続対応作業業
務委託

37,730,000 
総合企画局情報化推進
室情報システム担当

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

017 令和2年11月19日 汎用電子計算機及び周辺装置操作業務委託 10,758,000 
総合企画局情報化推進
室情報システム担当

株式会社京信システムサービス
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

018 令和2年12月28日 新基幹業務システム稼働環境保守等業務委託 19,254,840 
総合企画局情報化推進
室情報システム担当

「新基幹業務システム稼働環境保
守等業務委託」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

019 令和3年01月01日 オンライン業務システム中継サーバ等一式機器賃借 240,107,328 
総合企画局情報化推進
室情報システム担当

オンライン業務システム中継サー
バ等一式機器賃借に係る賃貸借コ
ンソーシアム

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

020 令和3年01月01日 ＡＣＯＳラインプリンタ賃借 5,451,600 
総合企画局情報化推進
室情報システム担当

ＡＣＯＳラインプリンタ賃借に係
るコンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

021 令和3年01月01日 ＡＣＯＳ増設ディスクの賃借 17,374,500 
総合企画局情報化推進
室情報システム担当

ＡＣＯＳ増設ディスクに係る賃貸
借業務コンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

022 令和3年01月15日 基幹系システム文字同定対応業務委託 5,830,000 
総合企画局情報化推進
室情報システム担当

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

023 令和3年02月01日 ＡＣＯＳ業務システム等における不開示設定連携機能構築業務委託 12,865,094 
総合企画局情報化推進
室情報システム担当

ＡＣＯＳ業務システム等における
不開示設定連携機能構築業務委託
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

024 令和3年02月15日
京都市マイナンバー連携システムに係るデータ標準レイアウト改版対応
業務委託（令和３年６月向け）

19,913,575 
総合企画局情報化推進
室情報システム担当

「京都市マイナンバー連携システ
ムに係るデータ標準レイアウト改
版対応業務委託」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



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度 在阪準キー局を活用した京都文化等のPR動画制作及び発信業務 

 

２ 担当所属名 

総合企画局市長公室広報担当 

 

３ 契約締結日 

令和２年１１月４日 

 

４ 履行期間 

令和２年１１月４日から令和３年３月５日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市福島区福島１丁目１番３０号 

  朝日放送テレビ株式会社  

  

６ 契約金額（税込み） 

５，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

京都ならではの生活文化や伝統産業等をPRする動画を制作し，朝日放送テレビの深夜枠で放送す

るドラマ本編終了後に，計６回放送する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

朝日放送株式会社から，同社制作の京都を舞台にしたドラマのスピンオフ作品を制作し，ドラマ

本編で登場した京都の生活文化の魅力をPRする企画の提案があった。２府４県，徳島県，三重県と

広範囲の視聴者に，京都の文化の魅力を発信できること，また著名な俳優が出演するドラマのスピ

ンオフであることから，効果的な広報ができると判断し，本提案を受けることとした。 

この企画は，朝日放送株式会社の制作するドラマを基にした提案であり，制作・放送を行えるの

は同社に限られていることから，競争入札には適さず，同社と随意契約を締結。  

 

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２年度戦略的広域シティＰＲ業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局市長公室広報担当 

 

３ 契約締結日 

（当 初） 令和２年４月１日 

（変更前） 令和２年５月１日 

（変更後） 令和３年３月２６日 

 

４ 履行期間 

  （当 初）令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

  （変更前）令和２年５月１日から令和３年３月３１日まで 

（変更後）令和２年５月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区4－15－1 赤坂ガーデンシティ18階 

株式会社イニシャル 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （当 初） １６，９９５，０００円 

（変更前） １１，７７０，０００円 

（変更後）  ９，１３０，０００円 

 

７ 契約内容 

・マルチメディアプレスリリースの作成，配信，取材依頼等の働き掛け 

 ・メディアに対する取材支援の実施 

 ・京都市が提供するプレスリリース等の配信（実施回数：無制限） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，当初実施を想定していた「出版物，放送，イベン

ト等の企画・特集とのタイアップ」の実施を見送るとともに，マルチメディアプレスリリースの配

信本数が９本（当初１０本）となったため。 

 

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方式により，提案の募集を行い，審査した結果，令和２年３月２６日に上記

事業者を受託候補者として決定したことから，これを契約の相手方とするもの。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市大学のまち交流センター整備工事設計業務委託 

ただし，空調設備その他改修工事実施設計業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局総合政策室大学政策担当 

 

３ 契約締結日 

令和２年１０月２１日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０月２２日から令和３年３月１５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淡路町３丁目２番８号 トーア紡第２ビル７階 

アールイーマネジメント株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

３，３４４，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市大学のまち交流センターの空調設備更新の実施設計を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務委託については，２度，競争入札に付したが（開札日：６月１５日，９月２８日），いずれ

も応札者がなく，不成立となったため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号に基づき，

契約手法を随意契約（見積合わせ）とした。 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

見積書の提出業者は当該契約の相手方１社のみであったが，最低落札価格以下であったため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市戦略的首都圏企業連携推進業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局東京事務所 

 

３ 契約締結日 

令和２年１０月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都中央区日本橋本石町一丁目２番１号 

株式会社 東洋経済新報社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，９２７，８５０円 

 

７ 契約内容 

メディアやターゲティングメール等を通じて本市のビジネス面での強みを効果的に発信するとと

もに，オンラインセミナーを開催し，本市との連携に意欲を有する企業の発掘，ニーズの把握及び

リスト化を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務を委託する事業者には，多種多様な企業及び企業人の情報を保有し，京都が持つ魅力を十

分理解したうえで効果的かつ効率的に企業等にアプローチするための企画力及び情報発信能力等が

求められることから，価格以外の要素における競争によって契約の相手方を選定する必要があり，

競争入札には適さないため。 

 

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 

プロポーザル方式による委託事業者選定を実施し，最も高い評価を得た候補者と委託した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

大型汎用コンピュータのオープン化に係る税システム（オンライン処理）設計・開発等業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２８年３月３０日 

（変更前）平成３０年３月２７日 

（変更後）令和２年１１月３０日 

 

４ 履行期間 

（当 初）平成２８年３月３１日から平成３０年３月３１日まで 

（変更前）平成２８年３月３１日から平成３３年３月３１日まで 

（変更後）平成２８年３月３１日から令和２年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都中央区八丁堀２－２３－１ エンパイヤビル 

株式会社ＤＴＳ 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）３９７，４４０，０００円 

（変更前）４１６，７７２，０００円 

（変更後）４０８，３４８，０００円 

 

７ 契約内容 

オープン化事業の一環として，税システム（オンライン処理）の設計を行い，その設計を基にプ

ログラム製造，テスト，移行等を実施するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

オープン化事業の中断に伴い，契約内容の変更が必要になったため。 

 

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  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 

入札に付し，株式会社ＤＴＳ１社のみが入札を行ったものの，手続上の不備により入札が無効と

なったことから，同社に受託意思を確認した上で，随意契約の相手方とした。 

 



11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

大型汎用コンピュータのオープン化に係る住民基本台帳システム（オンライン処理）設計・開発

等業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２８年７月７日 

（変更前）平成３０年３月２７日 

（変更後）令和２年１１月３０日 

 

４ 履行期間 

（当 初）平成２８年７月８日から平成３０年３月３１日まで 

（変更前）平成２８年７月８日から平成３３年３月３１日まで 

（変更後）平成２８年７月８日から令和２年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区西院坤町５３番地 

株式会社アルバス 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）３２２，５２０，４００円 

（変更前）３２２，５２０，４００円 

（変更後）３１９，４１０，０００円 

 

７ 契約内容 

オープン化事業の一環として，住民基本台帳システム（オンライン処理）の設計を行い，その設

計を基にプログラム製造，テスト，移行等を実施するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

オープン化事業の中断に伴い，契約内容の変更が必要になったため。 

 

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２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 

  入札を行ったものの落札者がいなかったことから，参加表明を行った事業者等に改めて受託の意

思を確認したところ，２社が受託の意思を示し，このうち見積額がもう一方の事業者より低かった



株式会社アルバスを契約の相手方とした。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

市民窓口端末機器等賃貸借 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２８年１０月２０日 

（変更前）平成３０年３月２９日 

（変更後）令和３年１月１日 

 

４ 履行期間 

（当 初）平成２９年１月１日から平成３３年１２月３１日まで 

（変更前）平成２９年１月１日から平成３３年１２月３１日まで 

（変更後）平成２９年１月１日から令和３年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

市民窓口端末機器等賃貸借に係る賃貸借業務コンソーシアム 

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

代表 株式会社ＪＥＣＣ 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）４４４，９０２，２２０円 

（変更前）４９７，０４７，１０４円 

（変更後）５１７，９２０，０２４円 

 

７ 契約内容 

大型汎用コンピュータに接続する市民窓口オンラインシステム用端末機器等について賃借す

る。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本契約の賃貸借機器のうち，期間を令和２年１２月末までとしていたＡＣＯＳ関連機器について，

令和３年１２月末まで継続して使用する必要が生じたため，契約の変更を行う。 

 

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 

大型汎用コンピュータのオンライン業務システムは，ＡＣＯＳシステムの各種機能を使用す



ることを前提として開発，運用及び保守が行われている。システムの安定稼働を確保するため

に，上記の各機器及び制御ソフトウェアの賃借だけでなく，これらの機器に精通した技術者に

よるシステム環境機能の維持（運用支援，障害対応，予防保守等）を包含したレンタル契約を

締結する必要があるが，同業者を代表としたコンソーシアム以外に，本市の仕様を満たすレン

タルサービスを提供できる者が存在しないため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

大型汎用コンピュータのオープン化に係る住民基本台帳システムのデータ移行業務等委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成３０年３月２９日 

（変更後）令和２年１１月３０日 

 

４ 履行期間 

（当 初）平成３０年３月３０日から平成３３年１月３１日まで 

（変更後）平成３０年３月３０日から令和２年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区西院坤町５３番地 

株式会社アルバス 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）３２，０１１，２００円 

（変更後）３１，５５７，６００円 

 

７ 契約内容 

大型汎用コンピュータのオープン化に当たり，住民基本台帳オンラインシステムが利用するデー

タについて，現行システムから新システムに移行するために必要な作業を実施するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

オープン化事業の中断に伴い，契約内容の変更が必要になったため。 

 

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２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 

本業務は，別途作成する移行用共通プログラムをカスタマイズし，「大型汎用コンピュータ

のオープン化に係る住民基本台帳システム（オンライン処理）設計・開発等業務委託」で作成

しているオンラインシステムのデータベースに，対象データの移行等を実施するものであり，

効率的に行うためには，新システムの設計，開発を受託し，新システムで利用するデータ形式

やデータベースの仕様を熟知している株式会社アルバスを契約の相手方とした。 

 



11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

大型汎用コンピュータのオープン化に係る税システムのデータ移行業務等委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成３０年３月２９日 

（変更後）令和２年１１月３０日 

 

４ 履行期間 

（当 初）平成３０年３月３０日から平成３３年１月３１日まで 

（変更後）平成３０年３月３０日から令和２年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都中央区八丁堀２－２３－１ エンパイヤビル 

株式会社ＤＴＳ 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）３２，１４０，８００円 

（変更後）３０，８４４，８００円 

 

７ 契約内容 

大型汎用コンピュータのオープン化に当たり，税オンラインシステムが利用するデータについて，

現行システムから新システムに移行するために必要な作業を実施するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

オープン化事業の中断に伴い，契約内容の変更が必要になったため。 

 

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 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 

本業務は，別途作成する移行用共通プログラムをカスタマイズし，「大型汎用コンピュータ

のオープン化に係る税システム（オンライン処理）設計・開発等業務委託」で作成しているオ

ンラインシステムのデータベースに，対象データの移行等を実施するものであり，効率的に行

うためには，新システムの設計，開発を受託し，新システムで利用するデータ形式やデータベ

ースの仕様を熟知している株式会社ＤＴＳを契約の相手方とした。 

 



11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

大型汎用コンピュータのオープン化に係る技術支援等業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年４月１日 

（変更前）令和２年８月３１日 

（変更後）令和２年１０月３０日 

 

４ 履行期間 

（当 初）令和２年４月１日から令和２年５月３１日まで 

（変更前）令和２年４月１日から令和２年１２月３１日まで 

（変更後）令和２年４月１日から令和２年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区中堂寺南町１３４番地  

公益財団法人 京都高度技術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初） ３８，３８４，８３０円 

（変更前）１６０，５９３，３９６円 

（変更後）１５０，６１０，８９６円 

 

７ 契約内容 

大型汎用コンピュータのオープン化事業において，本市職員を技術的側面から支援するため，各

開発業者が共通して利用する共通部品等の整備・維持管理，新システムの稼働環境やテスト環境の

構築・保守運用，テストやシステム移行等における各開発業者の横断的な統制等の業務を行うもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

オープン化事業の中断に伴い，契約内容の変更が必要になったため。 

 

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２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 

これまで一貫して本業務を受託し，オープン化事業の状況や，作業，検討の経過を熟知している

公益財団法人京都高度技術研究所以外の新規事業者に委託した場合，既契約の役務により蓄積され



た知見を有効に活用することができず，本市が求める役務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあ

ることから，同所を契約の相手方に選定した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

大型汎用コンピュータのオープン化に係る工程管理支援等業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年４月１日 

（変更後）令和２年１２月２８日 

 

４ 履行期間 

（当 初）令和２年４月１日から令和３年１月３１日まで 

（変更後）令和２年４月１日から令和３年１月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都中央区晴海一丁目８番１０号 トリトンスクエア タワーＸ １４階  

ピースミール・テクノロジー株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）２４，２００，０００円 

（変更後）１６，９４０，０００円 

 

７ 契約内容 

業務システムの設計・開発など大型汎用コンピュータのオープン化事業に係る各業務について，

本市職員による進捗管理や品質管理等を支援するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

オープン化事業の方針変更による受託事業者の業務量減少に伴い，委託料を減額するため。 

 

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 

本業務を的確かつ効率的に行うためには，政令市での基幹系システム開発において，同種業務に

従事した経験を有し，当該業務に係る専門的な知見を有していることに加え，本市のオープン化事

業における開発の進め方や品質管理基準，これまでの検討や取組の内容を熟知している必要がある。  

これらの条件を満たす者は，平成２７年度から本業務を受託しているピースミール・テクノロジ

ー株式会社しかないことから，同社を契約の相手方に選定し，随意契約を締結するものである。 

 



11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

大型汎用コンピュータのオープン化に伴う住民基本台帳システム（オンライン処理）令和２年度

追付改修作業業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年８月１３日 

（変更後）令和２年１１月３０日 

 

４ 履行期間 

（当 初）令和２年８月１４日から令和３年３月３１日まで 

（変更後）令和２年８月１４日から令和２年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区西院坤町５３番地 

株式会社アルバス 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）７０，８４０，０００円 

（変更後）６９，８２８，０００円 

 

７ 契約内容 

現行の住民基本台帳システムに対して行われた改修等について，オープン化事業において開発中

の新システムに反映させるための改修を行うもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

オープン化事業の中断に伴い，契約内容の変更が必要になったため。 

 

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２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 

  本業務は，大型汎用コンピュータのオープン化に係る住民基本台帳システム（オンライン処理）

設計・開発等業務委託（以下「本体契約」という。）により開発中の新システムに，これまでに現行

システムに対し行われた改修内容を反映させる作業であり，本体契約の作業と調整しながら実施す

る必要があることから，本体契約の受託者に委託する必要があるため。 

 



11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

大型汎用コンピュータのオープン化に伴う税システム（オンライン処理）令和２年度追付改修作

業業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年９月８日 

（変更後）令和２年１１月３０日 

 

４ 履行期間 

（当 初）令和２年９月９日から令和２年１２月３１日まで 

（変更後）令和２年９月９日から令和２年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都中央区八丁堀２－２３－１ エンパイヤビル 

株式会社ＤＴＳ 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）４５，３８１，６００円 

（変更後）４５，０５１，６００円 

 

７ 契約内容 

現行の税オンラインシステムに対して行われた改修等について，オープン化事業において開発中

の新システムに反映させるための改修を行うもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

オープン化事業の中断に伴い，契約内容の変更が必要になったため。 

 

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２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 

本業務は，大型汎用コンピュータのオープン化に係る税システム（オンライン処理）設計・開発

等業務委託（以下「本体契約」という。）により開発中の新システムに，これまでに現行システムに

対し行われた改修内容を反映させる作業であり，本体契約の作業と調整しながら実施する必要があ

ることから，本体契約の受託者に委託する必要があるため。 

 



11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

国民健康保険システム等業務用オンライン端末等に係るACOS接続対応作業業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

令和２年１１月１６日 

 

４ 履行期間 

令和２年１１月１７日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府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） 

３７，１８０，０００円 

 

７ 契約内容 

令和元年度に調達した新福祉系システム端末等について，引き続きＡＣＯＳシステムを利用でき

るよう，ＡＣＯＳの利用に必要な機器・ソフトウェアの導入，端末・プリンタの設定，搬入，設置

等の作業を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

同作業の実施にあたっては接続先のＡＣＯＳシステムに応じた機器・ソフトウェアの設定作

業等が必要になる。また障害発生時には端末だけでなくＡＣＯＳシステムまで調査し，速やか

に原因を特定して部品交換等による復旧を行わなければならないため，ＡＣＯＳシステムの保

守を行っている同社に委託するもの。 

 

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 

介護保険システム等業務用オンライン端末等に係るACOS接続対応作業業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

令和２年１１月１６日 

 

４ 履行期間 

令和２年１１月１７日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府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） 

１６，３９０，０００円 

 

７ 契約内容 

令和元年度に調達した新福祉系システム端末等について，引き続きＡＣＯＳシステムを利用でき

るよう，ＡＣＯＳの利用に必要な機器・ソフトウェアの導入，端末・プリンタの設定，搬入，設置

等の作業を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

同作業の実施にあたっては接続先のＡＣＯＳシステムに応じた機器・ソフトウェアの設定作

業等が必要になる。また障害発生時には端末だけでなくＡＣＯＳシステムまで調査し，速やか

に原因を特定して部品交換等による復旧を行わなければならないため，ＡＣＯＳシステムの保

守を行っている同社に委託するもの。 

 

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 

児童手当システム等業務用オンライン端末等に係るACOS接続対応作業業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

令和２年１１月１６日 

 

４ 履行期間 

令和２年１１月１７日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府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） 

３７，７３０，０００円 

 

７ 契約内容 

令和元年度に調達した新福祉系システム端末等について，引き続きＡＣＯＳシステムを利用でき

るよう，ＡＣＯＳの利用に必要な機器・ソフトウェアの導入，端末・プリンタの設定，搬入，設置

等の作業を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

同作業の実施にあたっては接続先のＡＣＯＳシステムに応じた機器・ソフトウェアの設定作

業等が必要になる。また障害発生時には端末だけでなくＡＣＯＳシステムまで調査し，速やか

に原因を特定して部品交換等による復旧を行わなければならないため，ＡＣＯＳシステムの保

守を行っている同社に委託するもの。 

 

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 

汎用電子計算機及び周辺装置操作業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

令和２年１１月１９日 

 

４ 履行期間 

令和３年１月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区二条通烏丸東入仁王門町５番地 

株式会社 京信システムサービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，７５８，０００円 

 

７ 契約内容 

汎用電子計算機およびサーバ等を用いて定例化されているプログラムを実行し，①データの更

新・編集・保存処理，②市民向けの大量の帳票を印字，③データを他課へ提供するためのファイ

ル出力を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

オープン化事業の中断に伴い，現行システムとの関連性を踏まえた新システムの操作が必要

になり，履行開始までに習熟できる者が，現在，現行システムの操作業務を受託している同事

業者以外には存在しないため。 

 

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 

新基幹業務システム稼働環境保守等業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

令和２年１２月２８日 

 

４ 履行期間 

令和３年１月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

「新基幹業務システム稼働環境保守等業務委託」コンソーシアム 

京都府京都市下京区中堂寺南町１３４番地 

代表 公益財団法人京都高度技術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１９，２５４，８４０円 

 

７ 契約内容 

新基幹業務システム及び業務システムが稼働する環境の保守，運用管理に係る業務を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の受託業者は，開発期間中に顕在化しなかった不具合や障害の発生に対処しつつ，稼働直

後である本システムの安定稼働を確保するため，本システムや稼働環境に係る充分な知識，経験を

有している必要があり，その要件を満たす開発段階から本システムや稼働環境の構築に従事した業

者のうちで，受託意思のある者が，当該相手方のみに限定されるため。 

 

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 

オンライン業務システム中継サーバ等一式機器賃借 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

令和３年１月１日 

 

４ 履行期間 

令和３年１月１日から令和５年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

オンライン業務システム中継サーバ等一式機器賃借に係る賃貸借コンソーシアム 

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

代表 株式会社ＪＥＣＣ 

 

６ 契約金額（税込み） 

２４０，１０７，３２８円 

 

７ 契約内容 

大型汎用コンピュータのオンライン業務システムにおいて，大型汎用コンピュータと区役所等の

設置端末間の通信に必要となる中継サーバ等を賃借する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

大型汎用コンピュータのオンライン業務システムは，ＡＣＯＳシステムの各種機能を使用す

ることを前提として開発，運用及び保守が行われている。システムの安定稼働を確保するため

に，上記の各機器及び制御ソフトウェアの賃借だけでなく，これらの機器に精通した技術者に

よるシステム環境機能の維持（運用支援，障害対応，予防保守等）を包含したレンタル契約を

締結する必要があるが，同業者を代表としたコンソーシアム以外に，本市の仕様を満たすレン

タルサービスを提供できる者が存在しないため。 
 

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 

ＡＣＯＳラインプリンタ賃借 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

令和３年１月１日 

 

４ 履行期間 

令和３年１月１日から令和６年６月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

ＡＣＯＳラインプリンタ賃借に係るコンソーシアム 

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

代表 株式会社ＪＥＣＣ 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，４５１，６００円 

 

７ 契約内容 

当室において，税業務で使用する複写式用紙に対して印刷するために必要となるラインプリンタ

を賃借する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

大型汎用コンピュータのオンライン業務システムは，ＡＣＯＳシステムの各種機能を使用す

ることを前提として開発，運用及び保守が行われている。システムの安定稼働を確保するため

に，上記の各機器及び制御ソフトウェアの賃借だけでなく，これらの機器に精通した技術者に

よるシステム環境機能の維持（運用支援，障害対応，予防保守等）を包含したレンタル契約を

締結する必要があるが，同業者を代表としたコンソーシアム以外に，本市の仕様を満たすレン

タルサービスを提供できる者が存在しないため。 
 

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 

ＡＣＯＳ増設ディスクの賃借 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

令和３年１月１日 

 

４ 履行期間 

令和３年１月１日から令和５年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

ＡＣＯＳ増設ディスクに係る賃貸借業務コンソーシアム 

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

代表 株式会社ＪＥＣＣ 

 

６ 契約金額（税込み） 

１７，３７４，５００円 

 

７ 契約内容 

本市においては，大量，複雑な事務の一括処理及び広域的・即時的な市民サービスの提供を行う

ため，大型汎用コンピュータ（以下，「ＡＣＯＳシステム」という）を導入しており，そのデータ保

存用の専用のディスク装置を賃借する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

大型汎用コンピュータのオンライン業務システムは，ＡＣＯＳシステムの各種機能を使用す

ることを前提として開発，運用及び保守が行われている。システムの安定稼働を確保するため

に，上記の各機器及び制御ソフトウェアの賃借だけでなく，これらの機器に精通した技術者に

よるシステム環境機能の維持（運用支援，障害対応，予防保守等）を包含したレンタル契約を

締結する必要があるが，同業者を代表としたコンソーシアム以外に，本市の仕様を満たすレン

タルサービスを提供できる者が存在しないため。 

 

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 

基幹系システム文字同定対応業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

令和３年１月１５日 

 

４ 履行期間 

令和３年１月１６日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府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） 

５，８３０，０００円 

 

７ 契約内容 

基幹系システムで使用している文字のうち，戸籍システムで使用しているＧ２０００と各種行政

機関等で統一して利用できるよう開発されたＩＰＡｍｊ明朝フォントとの文字同定（複数の文字を

突き合わせて，一定の基準で同じ字形の文字を探し，文字を整理（集約）する）作業及び変換テー

ブルを作成するものである。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本委託は，戸籍システムにて使用している文字Ｇ２０００をＩＰＡｍｊ明朝と外字への文字同定

及び変換テーブルを作成する業務である。 

 戸籍システムは，日本電気株式会社（以下，「ＮＥＣ」という。）が構築，運用保守をしており，

Ｇ２０００は，ＮＥＣが管理する文字であるため，戸籍システム及びＧ２０００を熟知しているＮ

ＥＣへ委託する必要がある。また，今後，戸籍システム及び住基システムにおいて必要となる制度

改正（附票ネットワーク）対応についても，本業務で作成した変換テーブルを利用予定であり，各

システムでのテスト等を考慮した場合，両システムを構築，運用保守を実施しているＮＥＣに限ら

れるため。 

 

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 

ＡＣＯＳ業務システム等における不開示設定連携機能構築業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

令和３年２月１日 

 

４ 履行期間 

令和３年２月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

ＡＣＯＳ業務システム等における不開示設定連携機能構築業務委託コンソーシアム 

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 

代表 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，８６５，０９４円 

 

７ 契約内容 

ＡＣＯＳシステムと京都市マイナンバー連携システム等のシステム間で，「不開示」設定が必要な

対象者の情報を連携する機能を構築するため，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） 

本業務はＡＣＯＳで稼働する税・住基の業務システム及び日本電気株式会社が構築した京都

市マイナンバー連携システムを対象としており，本業務を履行できるのはＡＣＯＳの製造元で

あり，現在，両システムの保守運用業務を受託している同社を代表とするコンソーシアムしか

存在しないため。 

 

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 

京都市マイナンバー連携システムに係るデータ標準レイアウト改版対応業務委託（令和３年６月

向け） 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室情報システム担当 

 

３ 契約締結日 

令和３年２月１５日 

 

４ 履行期間 

令和３年２月１５日から令和３年７月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

「京都市マイナンバー連携システムに係るデータ標準レイアウト改版対応業務委託」コンソーシ

アム 

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 

代表 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１９，９１３，５７５円 

 

７ 契約内容 

データ標準レイアウトが令和３年６月から変更されるため，京都市マイナンバー連携システムに

対して，新レイアウトに対応した設計及び改修を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，日本電気株式会社が構築し，設定変更やプログラム製造等には同社が著作権を有

するソフトウェアが必要な，京都市マイナンバー連携システムを対象としており，本業務を履

行できるのは同社を代表とするコンソーシアムしか存在しないため。 

 

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 

 


