
001 令和2年10月01日
福西小学校・小栗栖小学校に係る京都市校内通信ネットワーク整備事業
業務委託

6,380,000 
教育委員会事務局総務
部学校事務支援室

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

002 令和2年12月01日 光京都ネットＧＩＧＡスクールサービス提供に係る個別契約について 45,749,880 
教育委員会事務局総務
部学校事務支援室

西日本電信電話株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

003 令和2年12月28日 京都市教育委員会データセンターの使用に係る個別契約 8,629,500 
教育委員会事務局総務
部学校事務支援室

西日本電信電話株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

004 令和3年01月04日 クラウドサービス用認証データ統合システム等構築業務委託 14,850,000 
教育委員会事務局総務
部学校事務支援室

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

005 令和2年05月15日
ＧＩＧＡスクール構想実現のための京都市校内通信ネットワーク整備事
業

（当初）
1,859,805,640

（変更後）
1,959,779,140

教育委員会事務局総務
部学校事務支援室

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3年02月01日
高等学校大型提示装置（プロジェクター）及び付属品等の調達　ただ
し，京都工学院高等学校 他6校

14,697,210 
教育委員会事務局総務
部学校事務支援室

株式会社新映社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第８号

007 令和3年02月01日
高等学校大型提示装置（テレビ・ディスプレイ）及び付属品等の調達
ただし，京都工学院高等学校 他3校

8,262,980 
教育委員会事務局総務
部学校事務支援室

株式会社新映社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第８号

008 令和2年09月01日
新時代の学びにおける先端技術導入実証研究事業（先端技術の効果的な
活用に関する実証）業務委託について

（当初）
12,226,300
（変更後）
12,084,552

教育委員会事務局指導
部学校指導課

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

009 令和2年07月10日
京都市立近衛中学校整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託（第２
期調査）契約

(当初)
49,687,000

(変更後)
43,538,000

教育委員会事務局
教育環境整備室

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

010 令和1年09月03日
京都市立呉竹総合支援学校施設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

(当初)
156,750,000

(変更後)
185,673,400

教育委員会事務局
教育環境整備室

株式会社類設計室
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

011 令和3年03月30日
西陵中学校区小中一貫教育校施設整備事業設計業務委託　ただし，建築
及び設備基本設計・実施設計業務委託

264,000,000 
教育委員会事務局
教育環境整備室

株式会社安井建築設計事務所
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

012 令和3年03月30日
小栗栖中学校区小中一貫教育校施設整備事業設計業務委託　ただし，建
築及び設備基本設計・実施設計業務委託

352,000,000 
教育委員会事務局
教育環境整備室

株式会社類設計室
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

013 令和2年11月16日 小栗栖小学校に係る境界確定等業務委託

(当初)
4,480,300
(変更後)

5,363,600

教育委員会事務局
教育環境整備室

公益社団法人京都公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

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）

014 令和3年02月08日 京都市立伏見住吉小学校整備工事　ただし，プールろ過機改修工事 8,237,900 
教育委員会事務局
教育環境整備室

株式会社神田設備
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第８号

015 令和2年08月24日
京都市立総合支援学校スクールバス運行業務委託
（新型コロナウイルス感染拡大防止増車４台分（8/24～3/30））

（当初）
24,112,000
（変更後）
23,980,000

教育委員会指導部総合
育成支援課

エムケイ観光バス株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

016 令和2年04月01日
京都市生涯学習総合センター・図書館等の事業実施等及び公金の徴収事
務に関する委託

（当初）
1,628,882,000

（変更後）
1,620,364,000

教育委員会事務局
生涯学習部
施設運営担当

公益財団法人京都市生涯学習振興
財団

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

017 令和2年12月17日 事務局向けGIGA系ネットワーク機器 6,340,950 
教育委員会事務局総合
教育センター研修課

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７号

018 令和2年10月26日
京都市野外活動施設花背山の家整備工事　ただし，本館棟便所洋式化そ
の他改修工事について

4,774,000 花背山の家事業課 松尾設備工業株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第７号



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

福西小学校・小栗栖小学校に係る京都市校内通信ネットワーク整備事業業務委託 

 

２ 担当所属名 

  教育委員会事務局総務部学校事務支援室 

 

３ 契約締結日 

令和２年１０月１日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から令和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 京都支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

6,380,000円 

 

７ 契約内容 

 ＧＩＧＡスクール構想の前倒しに伴い，本市においても令和2年度中に1人1台端末の整 

備及び高速・大容量の校内通信ネットワークの整備に取組んでいるところである。 

 当初の5か年にわたる整備計画においては，令和3年度末で閉校予定の福西小学校及び小 

栗栖小学校は校内通信ネットワーク事業の対象外としていたところであるが，ＧＩＧＡス 

クール構想の前倒しに伴って，令和3年度中の学習環境を確保する必要が生じたことから 

，国補助を受けて実施している「ＧＩＧＡスクール構想実現のための京都市校内通信ネッ 

トワーク整備事業」と同程度の整備を当該2校で実施するものである。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 当該２校の整備にあたっては「ＧＩＧＡスクール構想実現のための京都市校内通信ネッ 

トワーク整備事業」におけるネットワーク構成，設計等に準じて実施する必要があり，実 

施が可能なのは「ＧＩＧＡスクール構想実現のための京都市校内通信ネットワーク整備事 

業」の受託事業者である日本電気株式会社に限られる。 

 上記の理由により日本電気株式会社を随意契約相手として選定する。 

 

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 

光京都ネットＧＩＧＡスクールサービス提供に係る個別契約について 

 

２ 担当所属名 

  教育委員会事務局総務部学校事務支援室 

 

３ 契約締結日 

令和２年１２月１日 

 

４ 履行期間 

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 

京都市中京区烏丸三条上ル場之町６０４ 

光京都ネットＧＩＧＡスクールサービス提供に関するコンソーシアム 

代表者 西日本電信電話株式会社 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

45,749,880円 

 

７ 契約内容 

ＧＩＧＡスクール構想の実現に伴う児童生徒1人1台端末環境に対応するため，京都市立学校・

園の校外インターネット接続環境の増強を図るに当たり，学習系ネットワークからのインターネ

ットへのアクセス方法を，既存のデータセンター集約方式から，ローカルブレイクアウト方式（学

校から直接インターネットにアクセスする）に改めるもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件の実施に当たり，既存のネットワーク環境に熟知していることはもとより，ローカルブレ

イクアウトの実施に当たり適切な通信サービスが提供されていること，引続きデータセンター集

約方式による通信を行う事務系ネットワーク回線等との適切な連携が図られる必要があり，当該

サービスの提供を行うことができるのは西日本電信電話株式会社京都支店を代表とする光京都ネ

ットＧＩＧＡスクールサービス提供に関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 

京都市教育委員会データセンターの使用に係る個別契約 

 

２ 担当所属名 

  教育委員会事務局総務部学校事務支援室 

 

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 

京都市中京区烏丸三条上ル場之町６０４ 

代表者 西日本電信電話株式会社 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，６２９，５００円 

 

７ 契約内容 

重要な情報システムの情報セキュリティ対策及び災害対策の向上を図るとともに，サーバ等の機

器の一元管理による全体最適化を図るため，京都市教育委員会データセンターとして民間のデータ

センターを使用する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市教育委員会データセンターの運用に当たり，京都市データセンターで運用する情報システ

ム（行政業務情報システム等）とローカルエリアネットワークにより接続するため，京都市データ

センターと同じデータセンターを利用する必要がある。 

 

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 

クラウドサービス用認証データ統合システム等構築業務 

 

２ 担当所属名 

  教育委員会事務局総務部学校事務支援室 

 

３ 契約締結日 

令和３年１月４日 

 

４ 履行期間 

契約締結日から令和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 京都支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

14,850,000円 

 

７ 契約内容 

クラウドサービス用認証データ統合管理システム等構築業務は，京都市が日本電気株式会社に

構築及び運営を委託している，校務支援システム(C4th)及び京都市教育委員会行政情報ネットワ

ークシステムのアカウント情報と，Microsoft365をはじめとする各種クラウドサービスのアカウ

ントとを連動して管理するシステムを構築するものである。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の履行にあたっては，日本電気株式会社の運営するシステムから各種クラウドサービス

と連動するための情報等を出力するシステムを構築する必要があり，これらの業務は同システム

の改造等が必要であることから，同システムの構築者である日本電気株式会社しか履行できない

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 

ＧＩＧＡスクール構想実現のための京都市校内通信ネットワーク整備事業 

 

２ 担当所属名 

  教育委員会事務局総務部学校事務支援室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年５月１５日 

（変更後）令和３年１月２６日 

 

４ 履行期間 

契約の日から令和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 京都支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）1,859,805,640円 

（変更後）1,959,779,140円 

 

７ 契約内容 

 ＧＩＧＡスクール構想実現に向けて，京都市教育ネットワークの内，老朽化した校内の通信ネ

ットワークのＬＡＮ配線及びネットワーク機器の再整備を実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 現地調査やＧＩＧＡスクール構想において実施する他事業等の進捗を踏まえ，次の変更を行っ

た。 

⑴ 対象施設数の減 

  現地調査の結果，既存配線等の流用が可能であり，整備の必要性ないことが判明した3校につ

いて，整備対象外とした。 

⑵ ネットワーク機器の納入数の増 

  当初整備対象としていなかった通級指導教室等について，学習面等の有効性が高いこと 

から，追加整備することとした。 

⑶ その他ＧＩＧＡスクール構想の実現にあたって必要となる作業の追加 

  既存の無線アクセスポイントの停波，インターネット通信環境の円滑化（ローカルブレイク

アウト）への対応等，令和２年度末までに新たな校内・校外通信ネットワークを整備するにあ

たって必要な作業を追加した。 

 

 



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 

 

 

11 その他 



 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

高等学校大型提示装置（プロジェクター）及び付属品等の調達 ただし，京都工学院高等学校 他

6校 

 

２ 担当所属名 

  教育委員会事務局総務部学校事務支援室 

 

３ 契約締結日 

令和３年２月１日 

 

４ 履行期間 

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 

京都市南区吉祥院西ノ庄向田町33番地5-120 

株式会社新映社 

 

６ 契約金額（税込み） 

14,697,210円 

 

７ 契約内容 

高等学校における大型提示装置の調達を実施するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

競争入札不成立となったため，地方自治法施行令167条の2第1項第8号の規定に基づき，随意契

約を行うこととした。 

 

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 

不成立となった競争入札と同条件としたうえでオープンカウンター（掲載期間：令和３年１月

２６日～２月１日）において見積合せを行ったところ，契約相手先からのみ見積書の提出があっ

た。１者見積りであったことから，市内中小企業のみならず，市内大企業等まで対象を広げて見

積書の提出が可能か問い合わせたところ，納期等の順守が困難であることから，提出できないと

の回答を得たため，見積書提出業者を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 

高等学校大型提示装置（テレビ・ディスプレイ）及び付属品等の調達 ただし，京都工学院高等

学校 他3校 

 

２ 担当所属名 

  教育委員会事務局総務部学校事務支援室 

 

３ 契約締結日 

令和３年２月１日 

 

４ 履行期間 

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 

京都市南区吉祥院西ノ庄向田町33番地5-120 

株式会社新映社 

 

６ 契約金額（税込み） 

8,262,980円 

 

７ 契約内容 

高等学校における大型提示装置の調達を実施するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

競争入札不成立となったため，地方自治法施行令167条の2第1項第8号の規定に基づき，随意契

約を行うこととした。 

 

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 

不成立となった競争入札と同条件としたうえでオープンカウンター（掲載期間：令和３年１月

２６日～２月１日）において見積合せを行ったところ，契約相手先からのみ見積書の提出があっ

た。１者見積りであったことから，市内中小企業のみならず，市内大企業等まで対象を広げて見

積書の提出が可能か問い合わせたところ，納期等の順守が困難であることから，提出できないと

の回答を得たため，見積書提出業者を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 

新時代の学びにおける先端技術導入実証研究事業（先端技術の効果的な活用に関する実証）業務

委託について 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局指導部学校指導課 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年９月１日～令和３年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条鳥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 京都支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当初） 12,226,300円 

（変更後）12,084,552円 

 

７ 契約内容 

文部科学省委託事業「新時代の学びにおける先端技術導入実証研究事業（先端技術の効果的な活

用に関する実証）」における，プロジェクト統括やシステム提供，実証環境に係るサーバ保守等用回

線サービスの提供等の業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

（１）本市において，平成30年12月に本市教育委員会・日本電気株式会社・京都大学で「未来型教育 京

都モデル実証事業に関する協定書」を締結し，日本電気株式会社が開発した協働学習支援システム（発

話状況の可視化等AI技術を活用したシステム）の提供，京都大学よりラーニングアナリティクス（Ｉ

ＣＴを活用し，教師と学習者のビックデータを蓄積，分析し，個別の学習者の教育支援につなげる研

究）に関する知見・システム提供を受けながら，産学公連携により，「個別最適化された学び」を目指

し，本市の学力向上を目的として実証研究を実施してきた。 

（２）令和２年７月に文部科学省から本市が採択を受けた「新時代の学びにおける先端技術導入実証

研究事業（先端技術の効果的な活用に関する実証）」業務（以下，「本実証研究事業」という。なお，

令和元年度にも同事業の採択を受けている。）では，Society5.0の時代において求められる資質・能力

の育成として，「子供の力を最大限引き出す学び」を実現するため，教育のあらゆる場面においてICT

を基盤とした様々な先端技術を効果的に活用する実証研究を行い，教員による児童生徒への学習・生

活指導の充実や校務支援，政策改善等，教育の質の向上を図ることで，本市の更なる学力向上を推進

することを目的として実施した。 



（３）本実証研究事業においても，日本電気株式会社の協働学習支援システムの活用，プロジェクト

を推進し，学習・指導・評価モデルを検討するなど，総合的な観点で業務を実施する必要があること

から，上記の目的を満たす本事業を達成できる唯一の事業主体であり，競争入札に適さないもので 

あるため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約を締結した。 

（４）なお，新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い，本実証研究事業の当初予定内容が一部未実施

となったことから契約額を変更している。 

 

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 

京都市立近衛中学校整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託（第２期調査）契約 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年７月１０日 

（変更後）令和３年３月３１日 

 

４ 履行期間 

契約日の翌日から令和３年３月３１日 

 

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）49,687,000円 

（変更後）43,538,000円 

 

７ 契約内容 

対象区域における埋蔵文化財発掘調査・報告書の作成等に係る業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

事前に事業量が定まらないため。 

 

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 

埋蔵文化財の発掘調査については，本市の埋蔵文化財の特性及び歴史に関する専門的 

 な知識が必要であることから，市内で継続して発掘調査を実施していること，履行に必 

 要な人員・機材等が確保できること及び契約締結の意向があることが受託者に必要な条 

 件であり，候補となる事業者に本件業務に関する意向確認を実施したところ，公益財団 

 法人京都市埋蔵文化財研究所のみが受託の意思を表明したため。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立呉竹総合支援学校施設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 

京都市教育委員会事務局教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和元年９月３日 

（変更後）令和３年３月１６日 

 

４ 履行期間 

令和元年９月３日から令和３年５月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市淀川区西中島四丁目３番２号   

株式会社類設計室 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１５６，７５０，０００円 

（変更後）１８５，６７３，４００円 

 

７ 契約内容 

以下の基本設計及び実施設計の委託を行う。 

・ 京都市立呉竹総合支援学校施設整備工事 

・ 京都市立呉竹総合支援学校第１期解体撤去工事 

・ 京都市立呉竹総合支援学校屋内運動場ほか解体撤去工事 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

・ 埋蔵文化財の試掘調査結果を受けて，設計の見直しを行う。 

  実施設計中に行われた埋蔵文化財の試掘調査の結果，基礎形状を変更する必要が生じ，基本

設計及び実施設計の見直しが必要となったため。 

・ 敷地内の土壌分析調査を行う。 

  新築設計において，建設発生土の適正な処理方法及び処分費等を算定する必要が生じ，詳し

い土壌分析調査が必要となったため。 

 

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方式の書類審査による業務受託候補者の選定を行った結果，株式会社類設計

室が受託候補者として最適であると判断したため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

西陵中学校区小中一貫教育校施設整備事業設計業務委託 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 

教育委員会事務局教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

令和３年３月３０日 

 

４ 履行期間 

令和３年３月３１日から令和５年１月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市中央区島町２－４－７ 

株式会社安井建築設計事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

２６４，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

（１）西陵中学校区小中一貫教育校施設整備事業に係る基本設計及び実施設計 

（２）京都市立福西小学校校舎解体撤去工事に係る実施設計 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，各業者におけるこれまでの受託実績を勘案するとともに，本業務における執行体制，

取組方針等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，簡易プロ

ポーザルによる随意契約を行う。 

 

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 

簡易プロポーザル方式の書類審査による業務受託候補者の選定を行った結果，株式会社安井建築

設計事務所が受託候補者として最適であると判断したため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

小栗栖中学校区小中一貫教育校施設整備事業設計業務委託 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 

教育委員会事務局教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

令和３年３月３０日 

 

４ 履行期間 

令和３年３月３１日から令和５年３月１５日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市淀川区西中島四丁目３番２号 

株式会社類設計室 

 

６ 契約金額（税込み） 

３５２，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

（１）小栗栖中学校区小中一貫教育校施設整備事業に係る基本設計及び実施設計 

（２）京都市立小栗栖小学校校舎解体撤去工事に係る実施設計 

（３）京都市立小栗栖中学校プール解体撤去工事に係る実施設計 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，各業者におけるこれまでの受託実績を勘案するとともに，本業務における執行体制，

取組方針等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，簡易プロ

ポーザルによる随意契約を行う。 

 

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 

簡易プロポーザル方式の書類審査による業務受託候補者の選定を行った結果，株式会社類設計室

が受託候補者として最適であると判断したため。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

小栗栖小学校に係る境界確定等業務委託 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

（当初）令和２年１１月１６日 

（変更）令和３年 ３月２２日 

 

４ 履行期間 

令和３年３月３１日まで（変更なし） 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町４３９番地 

 公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当初） ４，４８０，３００円 

（変更後）５，３６３，６００円 

 

７ 契約内容 

小栗栖小学校敷地について，境界確定等に必要な業務を委託する 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

公共嘱託登記土地家屋調査士協会は，土地家屋調査士法（第63条他）に設立が規定され，官公署

等の依頼を受けて，土地又は家屋に関する調査，測量，これらを必要とする申請手続き又はこれに

係る審査請求の手続を行うことをその業務とする公益法人であり，市として依頼できる唯一の法人

であるため。 

また，現地立会を行うことによって生じた当初契約において見込んでいなかった業務（分筆登記

及び実測面積算出，資産活用推進室及び道路明示課の指示による境界標の追加設）が生じたため，

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   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記載の通り 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立伏見住吉小学校整備工事 ただし，プールろ過機改修工事 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

令和３年２月８日 

 

４ 履行期間 

契約日の翌日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区修学院中林町１番地 

  株式会社神田設備 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，２３７，９００円 

 

７ 契約内容 

本工事は，経年劣化したプールろ過機を改修するものである 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが不成立となったため 

 

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 

本工事については，一般競争入札により請負業者を募集し，令和３年１月２８日に開札した
ところ，全ての入札が無効であったため入札不成立となった。 
そこで，地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 8号に基づき，随意契約を行うこととした

が，地方自治法施行令第 167 条の 2 第 2項には，「第 8 号の規定により随意契約を行う場合は，
契約保証金及び履行期限を除くほか最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件
を変更することができない。」との記載があり，一般競争入札時の入札条件の確認を行ったとこ
ろ，入札条件には，同時期の「京都市立葵小学校整備工事 ただし，プールろ過機その他改修
工事」の落札者となった者は，本契約を無効とするとの記載があった。 
そのため，入札には参加していたものの，葵小学校の整備工事を落札した業者を除く，応札し
た業者（２者）に対して見積合せを実施した結果，見積金額が予定価格の範囲内かつ最も低い
価格であった株式会社神田設備と随意契約により契約を締結することとしたものである。 

 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立総合支援学校スクールバス運行業務委託 

（新型コロナウイルス感染拡大防止増車４台分（8/24～3/30）） 

 

２ 担当所属名 

教育委員会指導部総合育成支援課 

 

３ 契約締結日 

令和２年８月２４日 

 

４ 履行期間 

（当 初）令和２年８月２４日から令和３年３月２４日 

（変更後）令和２年８月２４日から令和３年３月３０日 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区上鳥羽北花名町1-1 

エムケイ観光バス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）24,112,000円 

（変更後）23,980,000円 

 

７ 契約内容 

北総合支援学校及び西総合支援学校に就学している障害のある児童生徒のうち，単独でバスや電

車などの公共交通機関を利用して通学することが困難な児童生徒の安全な登校を確保するためのス

クールバス４台の運行業務委託（マイクロバスの配車を含む。） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

北総合支援学校のスクールバスについて，臨時休校により運行回数が減少したこと，当初契約し

た履行期間外での運行が必要となったことから，当初契約した委託料及び履行期間に変更が生じた。 

 

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 

報告済みの「随意契約の理由」のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

京都市生涯学習総合センター・図書館等の事業実施等及び公金の徴収事務に関する委託 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局生涯学習部施設運営担当 

 

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 

令和２年４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 

京都市中京区聚楽廻松下町９番地の２ 

公益財団法人京都市生涯学習振興財団 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１，６２８，８８２，０００円 

（変更後）１，６２０，３６４，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市生涯学習総合センター（分館を含む。），京都市図書館及び京都市久世ふれあいセンター

条例第1条第2項第2号に規定する図書施設で実施する生涯学習振興事業の実施及びこれらの施設

の使用料に係る公金の徴収事務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市では，生涯学習の拠点として，また読書活動を通して市民の教育と文化の発展に寄与す

る施設として，昭和56年に京都市社会教育総合センター（現在の京都市生涯学習総合センター，

愛称「京都アスニー」。）及び中央図書館を開館した。 

公益財団法人京都市生涯学習振興財団（以下「財団」という。）は，この両施設において，産学

官の連携により，京都の持つ歴史と文化を生かした最高水準の生涯学習事業を実現するとともに，

当時は全国的にもほとんど行われていなかった「土日と夜間も開館する市民にとって利用しやす

い施設運営」を実現し，さらに，それらの事業を効率的に行うことを目的として設立した財団で

ある。 

財団の設立にあたっては，財団が実施する生涯学習事業の資金を安定的・継続的に確保するた

め，千玄室氏（初代の財団理事長，現在の京都市生涯学習総合センター所長）を呼びかけ人代表

として，京都の各界各層に協力を要請し，約２億円の寄付金を募って「京都市社会教育振興基金」

（現在の「京都市教育振興基金」）を創設しており，以後30年余にわたり，当初の目的に沿って，

基金の運用収益を補助金として財団事業に充当してきている。 

生涯学習事業においては，京都大学をはじめとする多くの地元大学，放送大学，国際日本文化

研究センター等の関係機関や経済界との連携はもとより，各界を代表する学識経験者の方々の協



力の下，「最新の研究内容や取組をわかりやすく市民の皆様へ」との方針を掲げ，各種の教養講座

をはじめとする様々な事業を推進する中で「アスニーブランド」を確立し，市民の厚い信頼を得

て京都市の生涯学習事業の中心的な役割を担ってきている。 

また，図書館では，図書の貸出業務だけではなく，120人以上もの司書資格をもつ職員によるレ

ファレンスサービスをはじめとする高い専門性を生かした取組，さらには各学校や地域，各種団

体との連携事業を実施しており，市民・各種団体から高い評価を得ている。 

こうした公共性と専門性の高い事業を，効果的人員配置等により推進し，全て市職員を配置し

た場合と比べて人件費を約７割に抑えるなど効率的運営を実現している。 

以上のとおり，財団は，今日までその設立趣旨に沿って，幅広く様々な生涯学習事業を効率的に

展開し，30年以上にわたり大きな成果を挙げてきており，京都市の生涯学習事業は，当初の目的

どおり，財団により，高水準の生涯学習事業を一層効率的に推進していく考えであり，「随意契約」

により委託するものである。 

（変更理由） 

 京都市職員給与条例の一部改正に準じた公益財団法人京都市生涯学習振興財団職員給与規程の

改正，新型コロナウイルス感染症の拡大による生涯学習事業の中止等及び図書館開館時間変更等

に伴う変更契約。 

 

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 

事務局向けGIGA系ネットワーク機器 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局総合教育センター研修課 

 

３ 契約締結日 

令和2年12月17日 

 

４ 履行期間 

令和2年12月17日～令和3年2月26日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条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社 

６ 契約金額（税込み） 

６，３４０，９５０円 

 

７ 契約内容 

京都市の指定する1カ所(京都市内) への事務局拠点向けネットワーク機器の設置 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結できる見込みのあるとき」に該当するため 

 

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 ７ 号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

契約相手先の日本電気株式会社は，GIGAスクールのネットワーク機器を納入しており，今回の

ネットワーク機器は，同一型番の追加発注となるため，著しく有利な価格で契約を締結すること

が可能である。（三社見積合せでも著しく有利な価格であることを確認済） 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市野外活動施設花背山の家整備工事 ただし，本館棟便所洋式化その他改修工事について 

 

２ 担当所属名 

教育委員会 花背山の家 事業課 

 

３ 契約締結日 

令和２年１０月２６日 

 

４ 履行期間 

令和２年１１月１２日～令和３年２月１１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

松尾設備工業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

４，７７４，０００円 

 

７ 契約内容 

本館棟便所洋式化その他改修工事 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本工事は新型コロナウイルス感染症対策として実施するものであったため，業者選定にあたって

は，他業者と契約を締結する場合よりも著しく有利な価格で契約できることはもとより，迅速に工

事を実施できることが必要であった。 

当時，花背山の家において空調整備工事を実施しており，その工期は本工事の実施期間を含んで

いた。 

当該空調整備工事の契約の相手方である上記業者と契約することで，人件費及び資材運搬費等の

圧縮が可能となり，大幅な経費節減に繋がるとともに，他業者が実施する場合に必要となる業者間

の調整等が不要となり，工期の短縮化を図ることが可能であった。 

 

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７号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 


