
001 平成27年04月01日 平成27年度京都市京北地域スクールバス運行管理等業務委託料 18,500,000 
教育委員会事務局総
務部調査課

公益財団法人きょうと京北ふる
さと公社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

002 平成27年07月10日
京都市立中学校（平成22年度導入校）教育用コンピュータ等保守管理
業務委託

10,781,316 
教育委員会事務局総
務部学校事務支援室

日興通信株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成27年04月01日 京都市教育ネットワークのkyoto－Pnetネットワークへの接続 7,776,000 
教育委員会事務局総
務部学校事務支援室

公益財団法人京都高度技術研究
所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

004 平成27年04月01日 （雑誌）内外教育（小学校）（平成27年4月～28年3月） 5,112,072 
教育委員会事務局総
務部学校事務支援室

株式会社時事通信社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

005 平成27年04月01日 平成27年教職員人事給与システム保守 13,604,760 
教育委員会事務局総
務部学校事務支援室

平成27年度教職員人事給与シス
テム保守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

006 平成27年06月18日
共済標準報酬制移行に伴う「京都市教育委員会　教職員人事給与シス
テム」のプログラム作成・修正

31,396,032 
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

007 平成27年04月01日 自家用工作物保安管理業務委託（京都市立御所南小学校他３９施設） 9,153,648 
教育委員会事務局総
務部教育環境整備室

株式会社日本電気保安協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号

008 平成27年04月01日 自家用工作物保安管理業務委託（京都市立元町小学校他９施設） 10,756,800 
教育委員会事務局総
務部教育環境整備室

三宝電機株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号

009 平成27年06月01日 自家用工作物保安管理業務委託（京都市立嵯峨小学校他３１施設） 5,045,760 
教育委員会事務局総
務部教育環境整備室

一般財団法人関西電気保安協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

010 平成27年07月22日 京都市立宇多野小学校修繕工事　ただし，ガス管改修工事 20,434,140 
教育委員会事務局総
務部教育環境整備室

大阪瓦斯株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

011 平成27年05月01日
京都市立新工業高等学校（仮称）整備工事監理業務委託　ただし，建
築及び設備工事監理業務委託

39,852,000 
教育委員会事務局
総務部
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６号

012 平成27年08月03日
環境に配慮した学校施設の長寿命化事業（第６グループ）に係る基本
計画策定業務委託

13,608,000 
教育委員会事務局
総務部
教育環境整備室

株式会社浦辺設計
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

013 平成27年06月30日
醒泉・淳風統合小学校施設整備事業に係る基本計画策定及びその他業
務

21,600,000 
教育委員会総務部教
育環境整備室

株式会社　佐藤総合計画
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

014 平成27年07月09日
向島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

145,260,000 
教育委員会総務部教
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

契約金額（税込）
（単位：円）

随意契約一覧表

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）
（単位：円）

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

015 平成27年07月31日 京都御池中学校・複合施設の改修等業務委託 42,566,040 
教育委員会事務局
総務部教育環境整備
室

アクティブコミュニティ御池株
式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

016 平成27年06月16日 小学校用教員用指導書の購入（後期分） 25,337,448 
教育委員会事務局指
導部学校指導課

京都府教科書図書販売株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

017 平成27年04月01日
平成２７年度自学自習支援のための京都市小中一貫学習支援プログラ
ム

予定
総額

105,478,000 
教育委員会事務局指
導部学校指導課

東京書籍㈱
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

018 平成27年09月14日 平成２７年度プレジョイントプログラム
予定
総額

23,598,000 
教育委員会事務局指
導部学校指導課

東京書籍㈱
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

019 平成27年04月01日 平成２７年度京都市立東総合支援学校スクールバス運行業務委託契約 11,930,976 
教育委員会事務局指
導部総合育成支援課

エムケイ株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

020 平成27年04月01日 平成２７年度障害のある市民の成人講座について 8,628,870 
教育委員会事務局指
導部総合育成支援課

公益社団法人
京都府視覚障害者協会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

021 平成27年04月01日
平成２７年度京都市野外教育センター奥志摩みさきの家の施設利用等
業務委託

26,312,000 
教育委員会事務局指
導部生徒指導課

奥志摩青少年野外活動振興会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

022 平成27年04月01日
平成２７年度万華鏡の保守・管理・展示及び万華鏡を活用した生涯学
習振興事業等に係る業務委託

15,726,960 
教育委員会事務局指
導部生徒指導課

特定非営利活動法人　京都万華
鏡こう房

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

023 平成27年04月01日 京都市立学校児童・生徒の心臓検診の実施委託
予定
総額

36,757,863 
教育委員会事務局体
育健康教育室学校保
健担当

（一般財団法人）京都府医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

024 平成27年04月01日
平成26年度京都市立学校（園）の飲料水，プール水及びプール循環ろ
過装置の水質検査及びダニアレルゲン量，教室等の空気検査実施委託

9,681,000 
教育委員会事務局体
育健康教育室学校保
健担当

京都市学校薬剤師会　会長　中
林　雅子

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

025 平成27年04月01日 学校保健に関する調査・研究等の事業実施委託 6,784,000 
教育委員会事務局体
育健康教育室

京都市学校保健会　会長　林
鐘声

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

026 平成27年04月01日 京都市立市原野小学校給食調理業務委託 37,366,920
教育委員会事務局体
育健康教育室

フジ産業㈱
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

027 平成27年04月01日 京都市立桂坂小学校給食調理業務委託 58,708,800
教育委員会事務局体
育健康教育室

シダックス大新東ヒューマン
サービス㈱

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

028 平成27年04月01日 京都市立羽束師小学校給食調理業務委託 68,156,640
教育委員会事務局体
育健康教育室

フジ産業㈱
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号



契約金額（税込）
（単位：円）

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

029 平成27年04月01日 平成27年度学校給食業務に係る委託 28,950,000
教育委員会事務局体
育健康教育室

(公財)京都市学校給食協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

030 平成27年04月01日 京都市立総合支援学校給食校外調理等業務委託（第１ブロック） 66,005,000

教育委員会事務局体
育健康教育室　中学
校・総合支援学校給
食担当

デリカハウス㈱
地方自治法施行令第167条の２
第１項第２号

031 平成27年04月01日 京都市立総合支援学校給食校外調理等業務委託（第２ブロック） 63,117,000

教育委員会事務局体
育健康教育室　中学
校・総合支援学校給
食担当

㈱ファーストフーズ
地方自治法施行令第167条の２
第１項第２号

032 平成27年04月01日 京都市立中学校給食校外調理等業務委託（第１ブロック）
予定
総額

152,745,552

教育委員会事務局体
育健康教育室　中学
校・総合支援学校給
食担当

デリカハウス㈱
地方自治法施行令第167条の２
第１項第２号

033 平成27年04月01日 京都市立中学校給食校外調理等業務委託（第２ブロック）
予定
総額

161,491,488

教育委員会事務局体
育健康教育室　中学
校・総合支援学校給
食担当

㈱ファーストフーズ
地方自治法施行令第167条の２
第１項第２号

034 平成27年04月01日 京都市立中学校給食校外調理等業務委託（第３ブロック）
予定
総額

227,430,702

教育委員会事務局体
育健康教育室　中学
校・総合支援学校給
食担当

㈱ファーストフーズ
地方自治法施行令第167条の２
第１項第２号

035 平成27年04月01日 平成27年度市民スクール21学級開設委託 5,040,000 
教育委員会事務局生
涯学習部生涯学習推
進担当

市民スクール21実行委員会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

036 平成27年04月15日 元京都市立弥栄中学校塀改修工事 84,240,000 
教育委員会事務局生
涯学習部生涯学習推
進担当

㈱大林組
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

037 平成27年04月01日 醍醐中央図書館設備等管理委託 5,339,520 
教育委員会事務局生
涯学習部施設運営担
当

㈱長谷工コミュニティ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

038 平成27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に関する委託 1,499,443,000 
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

039 平成27年04月01日 平成２７年度みやこ子ども土曜塾情報提供業務委託 20,275,920 
教育委員会事務局生
涯学習部家庭地域教
育支援担当

京都新聞開発株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号



契約金額（税込）
（単位：円）

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

040 平成27年08月01日 平成２７年度歴史都市・京都から学ぶジュニア京都検定業務委託
予定
総額

8,467,200 
教育委員会事務局生
涯学習部家庭地域教
育支援担当

京都電子計算株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

041 平成27年06月26日 歴史都市・京都から学ぶジュニア京都検定テキストブック（１０版）の購入 7,074,604 
教育委員会事務局生
涯学習部家庭地域教
育支援担当

京都新聞開発株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第７号

042 平成27年04月01日 平成27年度　京都市野外活動施設花背山の家の清掃・宿直等業務 34,685,488 
教育委員会事務局花
背山の家事業課

(株)花背山の家協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成27年度京都市京北地域スクールバス運行管理等業務委託料 

 

２ 担当所属名 

 教育委員会総務部調査課 

 

３ 契約締結日 

 平成27年4月1日 

 

４ 履行期間 

 平成28年3月31日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

 京都市右京区京北上弓削町段上ノ下２番地の１ 

 公益財団法人きょうと京北ふるさと公社 

 

６ 契約金額（税込み） 

 \18,500,000- 

 

７ 契約内容 

 ・京北地域各小学校児童の登下校のためのスクールバス運行管理業務 

 ・各小学校及び周山中学校の校外学習及びクラブ活動等における運行 

 

８ 随意契約の理由 

 財団法人きょうと京北ふるさと公社は，地域交通機関である京北ふるさとバスを運行している。

スクールバスと京北ふるさとバスは一体的に運行しているため，当該法人が唯一の委託先である。 

 

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 

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      

京都市立中学校（平成22年度導入校）教育用コンピュータ等保守管理業務委託 

 

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   

平成２７年７月１０日 

 

４ 履行期間    

平成２７年９月１日～平成２８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

   京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338京都四条河原町ビル3F 

日興通信株式会社 京都支社 

    

６ 契約金額（税込み）  

１０，７８１，３１６円 

 

７ 契約内容 

   京都市立中学校（平成22年度導入校）教育用コンピュータ等の保守管理業務委託 

 

８ 随意契約の理由 

本件委託業務の履行にあたっては，対象機器の故障やネットワークに不具合が生じた場合，各

学校の教育活動に支障をきたすことがないよう迅速かつ適切に対応することが求められる。その

ためには，各学校で異なる施設及び使用環境に対応して設定された機器及びネットワークとの接

続など細部にわたる膨大な情報を的確に把握することが不可欠である。また，機器導入時に業者

独自の技術を用いて設定された内容については他業者への引継ぎが極めて困難であり，機器導入

時に設定作業を行った業者以外に業務委託を行う場合，業務遂行に必要な情報を把握するために

相当の期間や負担が生じる可能性がある。  

上記の理由により，機器導入時に設定作業を行った業者以外では業務の遂行が困難なため。 

 

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 

   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 

京都市教育ネットワークのkyoto－Pnetネットワークへの接続 

 

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 

平成27年4月1日 

 

４ 履行期間 

平成27年4月1日から平成27年12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） 

7,776,000円 

 

７ 契約内容 

市立学校・幼稚園の光ファイバーによる高速大容量通信回線と，京都地域のネットワーク間

及び国内外のネットワークとを相互接続するため，kyoto－Pnet ネットワークを利用する。 

 
８ 随意契約の理由 

kyoto－Pnet ネットワークへの接続事務は公益財団法人京都高度技術研究所が行っており，

kyoto－Pnet ネットワークへの接続サービスの提供が唯一可能な事業者である。 

  したがって，本業務については，調達先が同研究所に特定され，競争入札には適さないため，

随意契約を行うとともに，同研究所を調達先として選定するものである。 

 

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 

  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 

（雑誌）内外教育（小学校）（平成27年4月～28年3月） 

 

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 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都中央区銀座５－１５－８ 

株式会社時事通信社 

 

６ 契約金額（税込み） 

5,112,072円 

 

７ 契約内容 

冊子「内外教育」の購入 

 

８ 随意契約の理由 

図書購読のため 

 

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 

当該業者のみ供給可能なため（当該業者発行の冊子のため） 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名      

平成２７年度 教職員人事給与システム保守 

 

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   

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間    

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  平成２７年度教職員人事給与システム保守業務コンソーシアム 

  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 

代表者 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み）  

１３，６０４，７６０円 

 

７ 契約内容 

  教職員人事・給与システムの保守管理 （予防保守・緊急保守） 

 

８ 随意契約の理由 

（１）  平成 5 年 10 月から現在に至るまで教育委員会教職員課（現学校事務支援室及び教職員人

事課（以下同じ））及び総務課では，NEC 製のハードウエア及び人事給与システムにより，

学校等に在籍する教職員約 8,000 名の人事・給与事務を行っている。人事・給与事務の性格

上，処理を遅滞なくかつ正確に実施する必要がある。従って，その保守管理を委託するにあ

たっては，ハードウエアのみならずソフトウエアについてもその性質を熟知していることが

不可欠である。このような観点から，システム導入以来，保守管理は一貫して NEC に委託

しているところである。 

（２）  人事給与システムは，クライアント・サーバー方式で総務課及び教職員課内の LAN で接

続し，運用している。このシステムは，処理内容に応じて，プログラムに使用される言語が

異なっており，給与計算など，大量データを一括して処理するプログラムでは，COBOL 言

語が使用されている。この COBOL プログラムを LAN 上のネットワークコンピューターで

稼動させるには，「アプリケーション実行環境」という NEC 製のミドルウエアを介して，

ハードウエアの機能に依存した特殊な設定を行う必要がある。従って，ハードウエアに障害

が発生した場合，この詳細な設定情報を熟知していなければ，ハードウエア障害の修復後，

プログラムが正常に稼動せず，教務に支障をきたすこととなる。 

（３）  このように，この人事給与の保守管理については，NEC 製ハードウエアに関する知識・



技量はもちろんのこと，システムの設定情報などソフトウエアについても熟知している必要

がある。ソフトウエアについては，開発業者に著作権があり，詳細は開発業者しか知り得ず，

仮にハードウエアのみの保守管理を行う業者に保守管理を委託した場合，常に NEC が立ち

会うこととなり，二重に費用が発生することとなるばかりか，業者間の調整等により，迅速

な復旧作業ができないことが懸念される。 

（４）  上記の理由により，業務内容，実績，費用面，いずれにおいても条件を満たすことができ

るのは NEC に限定される。 

 

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 

  「８ 随意契約の理由」に同じ  

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名      

共済標準報酬制移行に伴う「京都市教育委員会 教職員人事給与システム」の 

プログラム作成・修正 

 

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   

平成２７年６月１８日 

 

４ 履行期間    

平成２７年６月１８日～平成２７年９月３０日 

 

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）  

３１，３９６，０３２円 

 

７ 契約内容 

  「京都市教育委員会 教職員人事給与システム」のプログラム作成・修正 

 

８ 随意契約の理由 

現在，教育委員会事務局等で導入，稼働している「京都市教育委員会 教職員人事給与システム」

は日本電気株式会社製であり，新たに委託するプログラム修正等は，現行の「京都市教育委員会 教

職員人事給与システム」を熟知している同社でなければ技術的に不可能であるため。 

 

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 

  「８ 随意契約の理由」に同じ  

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

自家用電気工作物保安管理業務委託（京都市立御所南小学校他３９施設） 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局総務部教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  大阪府大阪市中央区平野町 4 丁目 5 番 7号 

 株式会社日本電気保安協会 サービス本部 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，１５３，６４８円 

 

７ 契約内容 

自家用工作物の工事，維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

入札不調により再入札実施期間がないため。 

 

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１０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 

見積合わせを実施したところ，業者１社のみであったため。 

 

11 その他 

 

 

 

 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

自家用電気工作物保安管理業務委託（京都市立元町小学校他９施設） 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局総務部教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  大阪府大阪市北区西天満 2 丁目 6番 8 号堂ビル 

 三宝電機株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，７５６，８００円 

 

７ 契約内容 

自家用工作物の工事，維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

入札不調により再入札実施期間がないため。 

 

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１０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 

見積合わせを実施したところ，業者１社のみであったため。 

 

11 その他 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

自家用電気工作物保安管理業務委託（京都市立嵯峨小学校他３１施設） 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局総務部教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年６月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年６月１日から平成２８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市東山区今熊野池田町４番地８ 

    一般財団法人関西電気保安協会 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，０４５，７６０円 

 

７ 契約内容 

自家用工作物の工事，維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

入札不調により再入札実施期間がないため。 

 

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１０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 

公募型見積合わせ（オープンカウンター方式）を実施したところ，業者１社のみであったため。 

 

11 その他 

 

 

 

 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立宇多野小学校修繕工事  ただし，ガス管改修工事 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局総務部教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年７月２２日 

 

４ 履行期間 

平成２７年７月２３日から平成２７年９月１５日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区中堂寺粟田町９３番地 

大阪瓦斯株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２０，４３４，１４０円 

 

７ 契約内容 

ガス管老朽化に伴うガス管やガス栓の更新を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

ガス事業法により契約の相手が特定される工事であり，「京都市局長等専決規定等に規定する別

に定める随意契約の範囲」の１（１）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 

 大阪瓦斯株式会社は，ガス事業法第3条に基づき，京都地域で唯一経済産業大臣の許可を受けた

一般ガス事業者であるため 

 

11 その他 

 

 

 











随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立新工業高等学校（仮称）整備工事監理業務委託 ただし，建築及び設備工事監理業務委

託 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局 総務部 教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年５月１日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から平成２８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） 

￥３９，８５２，０００－ 

 

７ 契約内容 

京都市立洛陽工業高等学校と京都市立伏見工業高等学校を再編・統合して新設する京都市立京都

工学院高等学校の整備工事に係る工事監理業務を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，工事内容が増築，大規模改修，グラウンド整備等と多岐にわたっていることに加え，

改修工事では，施工時に設計時の想定とは異なる状況が発覚することが多く，平成２８年４月の開

校に間に合わせるためには，緻密な施工計画，的確な工事の進行管理が必要不可欠であるため，設

計段階から関わり，設計意図を熟知した者以外が監理を行うのは困難であり，競争入札に付するこ

とが不利と認められるため。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり。 

なお，５者による見積合わせを行った結果，株式会社類設計室が最も低価であった。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

環境に配慮した学校施設の長寿命化事業（第６グループ）に係る基本計画策定業務委託 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局 総務部 教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年８月３日 

 

４ 履行期間 

契約日から平成２８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北浜二丁目1番26号 北浜松岡ビル内 

株式会社浦辺設計 

 

６ 契約金額（税込み） 

￥１３，６０８，０００－ 

 

７ 契約内容 

京都市立大宮小学校，京都市立鏡山小学校，京都市立西ノ京中学校及び京都市立双ヶ丘中学校に

おける長寿命化リニューアル改修工事等の基本計画策定業務を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

契約の目的である基本計画の策定業務をより効果的かつ効率的に達成するため，主として価格以

外の要素における競争により相手方を選定する必要があるため。 

 

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 

プロポーザル審査において最も優秀な結果であったため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

醒泉・淳風統合小学校施設整備事業に係る基本計画策定及びその他業務 

 

２ 担当所属名 

教育委員会総務部教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年６月３０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年７月１日から平成２７年１２月２５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北浜東１番２６号 

株式会社佐藤総合計画 関西事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

２１，６００，０００円 

 

７ 契約内容 

醒泉・淳風統合小学校施設整備事業に係る基本計画策定及びその他業務 

 

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 

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，株式会社佐藤

総合計画関西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 

向島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 

教育委員会総務部教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年７月９日 

 

４ 履行期間 

平成２７年７月１０日から平成２９年１月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

１４５，２６０，０００円 

 

７ 契約内容 

向島中学校区小中一貫教育校施設整備事業に係る建築及び設備に関する基本設計及び実施設

計業務 

 

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 

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 

京都御池中学校・複合施設の改修等業務委託 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局総務部教育環境整備室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年７月３１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年８月１日から平成２７年８月２３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１０番地 

アクティブコミュニティ御池株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

４２，５６６，０４０円 

 

７ 契約内容 

・京都御池中学校３階・６階トイレ改修及び５階サブアリーナ改修 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市とアクティブコミュニティ御池株式会社（以下「同社」という。）は，京都御池中学校・

複合施設整備等事業実施契約（以下「事業実施契約」という。）を締結しているが，同社は，施設

引渡しの日から１０年間（平成２８年２月２８日まで），瑕疵担保責任を負うこととなっている。

京都御池中学校・複合施設の改修等業務委託終了後も，本市が同社に対して有する瑕疵担保責任

を保持するためには，同社との契約が必要であるため。 

 

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 

京都御池中学校・複合施設整備等事業実施契約の契約相手方であるため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

小学校用教員用指導書（後期分）の購入 

 

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 

平成 27 年 06 月 16 日 

 

４ 履行期間 

平成 27 年 06 月 16 日から平成 27 年 08 月 31 日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区中筋通夷川上ル鉾田町306 

京都府教科図書販売株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

25,337,448円 

 

７ 契約内容 

平成26年度の教科書採択に伴い，新たに使用する教科書に合わせて，京都市立小学校で使用する

教員用指導書（後期分）の購入を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都府で唯一の教科書特約供給所であるため 

 

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 

京都府で唯一の教科書特約供給所であるため 

 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度 自学自習支援のための京都市小中一貫学習支援プログラム 

 

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 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目４番１０号 

東京書籍株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

予定総額 １０５，４７８，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市立小学校５～６年生及び京都市立中学校１～３年生を対象に，確かな学力の定着・向

上を図るため，学力検査や予習・復習教材を組み合わせた「京都市小中一貫学習支援プログラ

ム」の業務を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の委託業者の選定にあたっては，各業者の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。 

 

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にて業務実施体制やこれまでの業務実績，提案内容等についての総合評

価を行った結果，最も評価点が高く，本件の受託者として最適であると判断した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度 プレジョイントプログラム 

 

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 

平成２７年９月１４日 

 

４ 履行期間 

平成２７年９月１４日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目４番１０号 

東京書籍株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

予定総額 ２３，５９８，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市立小学校３～４年生を対象に，確かな学力の定着・向上を図るため，学力検査を中心

とした「プレジョイントプログラム」の業務を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の委託業者の選定にあたっては，各業者の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。 

 

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にて業務実施体制やこれまでの業務実績，提案内容等についての総合評

価を行った結果，本件の受託者として最適であると判断した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

平成２７年度京都市立東総合支援学校スクールバス運行業務委託契約 

 

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 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１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 

エムケイ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，９３０，９７６円 

 

７ 契約内容 

  京都市立東総合支援学校スクールバス運行業務委託 

 

８ 随意契約の理由 

平成２５年度から平成２７年度までの京都市立総合支援学校４校のスクールバス（計１９台

[北，西，呉竹総合支援学校は各５台，東総合支援学校は４台]，車両は本市が保有）の運行に

ついては，入札により，エムケイ㈱と運行業務の委託契約を締結している。 

その中で東総合支援学校については，長時間乗車による児童生徒の負担を軽減し，学校到着

遅延による学習活動への支障等を解消するため，平成２６年度からスクールバスを増車（随意

契約）しており，平成２７年度においても継続して契約を行っている。 
東総合支援学校のスクールバスの追加（２５年まで４台→５台目として）にあたり，追加契

約の相手方選定にあたっては，業務を履行し得ることや，過去の業務実績の他に以下の条件を

満たす業者を選定する必要があった。 

まず，スクールバスの安全，確実な運行を行うためには，総合支援学校ごとの各バスが密接

に連携をとり，一体的に運行することが必須の条件である。 

具体的には， 

①全体契約で各総合支援学校の運行路線等の策定を行うこととなっているが，東総合支援学校

の運行路線等の策定にあたっては，追加契約で運行する１台も含めてスクールバス全体で運

行路線等の策定を行う必要がある。 

②全体契約では学校ごとに現場責任者を選任するよう求めているが，安全な運行，確実な業務

の履行のため，東総合支援学校においては，同一の現場責任者が追加契約に係る１台の運行

業務についても現場を指揮することが必要である。 
こうした条件を満たす業者は，エムケイ㈱１社に特定されるため，平成２７年度も引き続き，

契約相手として選定した。 
 

 

 



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 

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２７年度障害のある市民の成人講座について 

 

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 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市北区紫野花ノ坊町１１番地 京都ライトハウス内 

公益社団法人京都府視覚障害者協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，６２８，８７０円 

 

７ 契約内容 

視覚障害者成人社会教育事業（社会復帰及び社会適応性の向上） 

１ 成人を対象とした講座    ４ 青年を対象とした講座 

２ 指導者研修会        ５ コミュニケーション援助を目的とした講座 

３ 女性を対象とした講座 

 

８ 随意契約の理由 

視覚に障害のある市民の生涯学習機能の拡充を図ることを目的として開設する成人講座において

は，視覚に障害のある市民の実態をふまえ，点字指導，パソコン講座を中心とした学習指導に関す

る知識と経験を備えた研究者・指導者が多数必要である。また，基礎的知識，技術，態度を養う継

続的な学習や，婦人学級等のクラブ活動を通して，余暇の活用，趣味の拡充を図ることにより，社

会的・職業的自立，地域コミュニティづくりの促進をより確かなものとするのに適した施設環境が

必要である。 

京都府下で唯一の視覚障害者福祉団体である京都府視覚障害者協会は，長年にわたり，成人学級，

指導者研修等を実施するとともに，地域に根ざした講演会，クラブ活動等の事業を全市的に実施で

き，指導者としての資質を備えた会員で構成されているとともに，京都ライトハウスを始めとする

視覚障害者施設団体との連携により施設環境を備えていることから，当該事業の実施が可能な唯一

の団体であるため 

 

 

 



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 

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２７年度京都市野外教育センター奥志摩みさきの家の施設利用等業務委託 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局指導部生徒指導課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

三重県志摩市大王町船越２３１番地 

奥志摩青少年野外活動振興会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２６，３１２，０００ 

 

７ 契約内容 

京都市野外教育センター奥志摩みさきの家の施設利用に関する業務や，施設の保守整備に関する

業務等を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該施設は本市から遠隔の地にあるため，現地所在の団体に委託する必要がある。本業務は，敷

地内はもとより，近接の地を含めた自然環境を熟知したインストラクターによる野外教育活動を実

施するとともに，施設の運営に必要な物資の調達や利用者の安全管理を図ることが必要である。こ

れらを実現できる唯一の団体が奥志摩青少年野外活動振興会である。 

 

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 

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２７年度万華鏡の保守・管理・展示及び万華鏡を活用した生涯学習振興事業に係る業務委託 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局指導部生徒指導課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区西洞院三条下がる柳水町７０番地 パラシオ西洞院４０２ 

特定非営利活動法人 京都万華鏡こう房 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，７２６，９６０円 

 

７ 契約内容 

万華鏡の保守・管理・展示及び万華鏡を活用した生涯学習振興事業に係る業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

教育相談総合センターでは，貴重な万華鏡を多数所蔵しており，施設の一部分を活用して展示等

を行うことにより，来館者や地域の方の癒しの場として機能している。 

 万華鏡を手に取る展示方式のため，当該万華鏡に対する知識，繊細な工芸品としての保守管理に際

しては，高度で専門的な知識や実績等が必要である。また，展示から１０年が経過し，万華鏡自体

の社会的認知度の向上についても取組を進めていく必要がある。 

  一方，当該施設ではカウンセリング業務を実施し，不登校を経験した生徒の学びの場である洛風

中学校の生徒や「ふれあいの杜」の通級生が通う場でもあり，事業の展開に当たっては，様々な面

での配慮が求められる。 

  さらには，万華鏡を活用した市民の生涯学習振興，文化発信の拠点として，初音学区や姉小路界

隈の諸地域と連携したまちづくりに貢献する必要がある。 

 こうした公共性，公益性が求められる業務において，民間事業者のノウハウを活かした効率的な

事業展開を行うことを目的として，一般競争入札ではなく，地方自治法施行令第１６７条の２第１

項第２号に定める随意契約のうち，公募型プロポーザル方式を採用の上，選定を実施し，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 

プロポーザルによる業務受託候補者の選定を行った結果，特定非営利活動法人 京都万華鏡こう

房が受託業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 

  京都市立学校児童・生徒の心臓検診の実施委託 

 

２ 担当所属名 

  京都市教育委員会事務局体育健康教育室 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  契約締結日から平成２８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市中京区西ノ京東栂尾町６ 

  社団法人 京都府医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

  予定総額 ３６，７５７，８６３円 

 

７ 契約内容 

  京都市立学校児童・生徒の疾病の早期発見に努めるとともに，適切な指導・管理を行うため，学

校保健安全法第１３条及び第１４条に基づく心臓検診を次のとおり委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

  10 契約の相手方の選定理由参照 

 

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 

  小学校から高等学校の時期は，身体の成長発達に著しい変化の見られる時期であり，運動の量と

質の急激な変化が心臓への負担に影響があると言われている。このため，児童・生徒の突然死を未

然に防止するため心臓検診を実施しているが，検診の検査情報を速やかに一括管理・処理するとと

もに，心臓疾患児童・生徒の管理指導について，本人，保護者，学校関係者，学校医及び主治医と

の連携を密に図ることが重要である。京都府医師会は，こうした対応ができる唯一の機関であるた

め，委託先に選定する。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

京都市立学校（園）の飲料水，プール水及びプール循環ろ過装置の水質検査並びにダニアレルゲ

ン量，教室等の空気検査実施委託 

 

２ 担当所属名 

  京都市教育委員会事務局体育健康教育室 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  契約締結日から平成２８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所，商号及び氏名（法人にあっては，主たる事務所の所在地，名称及び代表者

名） 

  京都市東山区東大路通五条上る梅林町５６３  京都市学校薬剤師会 会長 中林 雅子 

 

６ 契約金額（税込み） 

  ￥９，６８１，０００－（概算払い）（検査実績に応じた金額を精算する） 

 

７ 契約内容 

  京都市立学校・幼稚園における学校保健安全法第５条及び第６条，同法施行規則第１条に規定さ

れた飲料水，プール水及びプール循環ろ過装置の水質検査並びにダニアレルゲン量，教室等の空気

検査を実施すること。飲料水については，給水設備ごとに検査を実施する。 

 

８ 随意契約の理由 

  10 契約の相手方の選定理由参照 

 

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 

  学校保健安全法第２３条第２項により，学校には学校薬剤師を置くことが規定されている。同法

施行規則第２４条は，学校薬剤師の職務執行の準則として，学校における環境衛生検査に従事し，

学校環境衛生の維持及び改善に関し必要な指導や助言を行うこと等を規定している。 

  京都市立学校・幼稚園の学校薬剤師により構成される京都市学校薬剤師会は，こうした日常の職

務により京都市立学校・幼稚園の環境衛生状態を熟知している唯一の団体であり，また，学校内の

環境衛生は，児童生徒園児の感染症等と直結するため，学校幼稚園の環境衛生を熟知した相手方と

緊密な連携をとりながら行う必要があるため，同団体を選定する。 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  学校保健に関する調査・研究等の事業実施委託について 

 

２ 担当所属名 

  京都市教育委員会事務局体育健康教育室 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  契約締結日から平成２８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市東山区大和大路通三条下ル東入若松町３９３ 元有済小学校内 

京都市学校保健会 

 

６ 契約金額（税込み） 

  ￥６，７８４，０００－ 

 

７ 契約内容 

  京都市の学校保健の充実を図るため，学校保健関係者の研修及び学校保健に関する調査・研究等

の事業を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

  10 契約の相手方の選定理由参照 

 

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 

  京都市学校保健会は，昭和４０年１月に本市の学校医，学校歯科医，学校薬剤師をはじめとする

学校保健関係者によって設立され，以来，学校保健の充実・発展に関する各種事業や活動を実施す

るとともに，学校現場に対して専門的な立場から指針を示すなど，本市の学校保健の充実・発展に

実績があり，市立学校・幼稚園及び学校保健関係者と連携を図りながら事業を実施できる唯一の団

体であるため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立市原野小学校給食調理業務委託 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局体育健康教育室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４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 

京都市山科区竹鼻堂ノ前町２４－６ 大栄外環ビル５Ｆ 

フジ産業株式会社 関西営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

３７，３６６，９２０円 

 

７ 契約内容 

給食調理に係る給食物資の検品・検収，調理，配食，食器等の洗浄・消毒・保管，施設設備の日

常清掃及び点検などを行う。 

 

８ 随意契約の理由 

京都市における給食事業は，京都の食文化や伝統など，「生きた教材」として食育を推進している

ことに加え，食中毒等，衛生管理上の事故の発生は，絶対に許されないことなどの事情を考慮する

と，価格のみで契約相手方を決定するには適さないため，公募型プロポーザル方式により事業者を

募集し，その結果，京都市の給食事業を十分に理解し，最も優れた事業内容を提案した事業者が同

株式会社であったため。 

 

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 

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 

京都市立桂坂小学校給食調理業務委託 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局体育健康教育室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４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 

滋賀県守山市梅田町２－１－１ 

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 滋賀営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

５８，７０８，８００円 

 

７ 契約内容 

給食調理に係る給食物資の検品・検収，調理，配食，食器等の洗浄・消毒・保管，施設設備の日

常清掃及び点検などを行う。 

 

８ 随意契約の理由 

京都市における給食事業は，京都の食文化や伝統など，「生きた教材」として食育を推進している

ことに加え，食中毒等，衛生管理上の事故の発生は，絶対に許されないことなどの事情を考慮する

と，価格のみで契約相手方を決定するには適さないため，公募型プロポーザル方式により事業者を

募集し，その結果，京都市の給食事業を十分に理解し，最も優れた事業内容を提案した事業者が同

株式会社であったため。 

 

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 

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 

京都市立羽束師小学校給食調理業務委託 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局体育健康教育室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４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 

京都市山科区竹鼻堂ノ前町２４－６ 大栄外環ビル５Ｆ 

フジ産業株式会社 関西営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

６８，１５６，６４０円 

 

７ 契約内容 

給食調理に係る給食物資の検品・検収，調理，配食，食器等の洗浄・消毒・保管，施設設備の日

常清掃及び点検などを行う。 

 

８ 随意契約の理由 

京都市における給食事業は，京都の食文化や伝統など，「生きた教材」として食育を推進している

ことに加え，食中毒等，衛生管理上の事故の発生は，絶対に許されないことなどの事情を考慮する

と，価格のみで契約相手方を決定するには適さないため，公募型プロポーザル方式により事業者を

募集し，その結果，京都市の給食事業を十分に理解し，最も優れた事業内容を提案した事業者が同

株式会社であったため。 

 

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 

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２７年度学校給食業務に係る委託 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局体育健康教育室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区西京極宮ノ東町７の２ 

公益財団法人京都市学校給食協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２８，９５０，０００円 

 

７ 契約内容 

学校給食事業 

（１）学校給食用副食物資の調達，斡旋 

（２）学校給食用副食物資に係る食品管理衛生 

（３）学校給食の奨励に必要な事業 

 

８ 随意契約の理由 

公益財団法人京都市学校給食協会は，京都市立小学校の学校給食事業の運営を目的とした財団法

人であり，７０，０００食の小学校給食用副食物資の調達，斡旋が行える物資倉庫，保冷庫等の施

設・設備を有し，学校ごとに必要数量を計算し円滑に配送できる。 

また，入札により，新鮮・衛生的・安全な学校給食用物資を安価で一括購入し，物資の検収等，

食品を厳格に衛生管理できる体制を有するのは当協会のみのため。 

 

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 

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 

京都市立総合支援学校給食校外調理等業務委託（第１ブロック） 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局体育健康教育室 中学校・総合支援学校給食担当  

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区一乗寺向畑町8 デリカハウス（株） 

 

６ 契約金額（税込み） 

６６，００５，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市立総合支援学校における学校給食校外調理等の業務委託 

 

８ 随意契約の理由 

総合支援学校給食は，児童・生徒の生命・健康に直結するものであり，食中毒等，衛生上の事故の発

生は絶対に許されないことから，安全性，安定性を確保するため，「京都市立総合支援学校給食調理委

託業者登録審査委員会」において，「京都市立総合支援学校給食調理委託業者登録審査基準」に基づき，

給食業務を安全かつ衛生的に安定して履行する能力，施設・設備を有しているかを書類及び実地審査に

より事前審査し，全ての基準を満たした業者を有資格者として登録し，その登録業者の中から，価格の

経済性を確保するため，業者間での見積合わせを経て契約を決定するため。 

 

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 

総合支援学校給食調理委託業者として登録を受けている業者で見積合わせを実施した結果，デリカハ

ウス㈱が，最低見積価格を提示したため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

京都市立総合支援学校給食校外調理等業務委託（第２ブロック） 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局体育健康教育室 中学校・総合支援学校給食担当  

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区西九条西柳ノ内町2 （株）ファーストフーズ 

 

６ 契約金額（税込み） 

６３，１１７，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市立総合支援学校における学校給食校外調理等の業務委託 

 

８ 随意契約の理由 

総合支援学校給食は，児童・生徒の生命・健康に直結するものであり，食中毒等，衛生上の事故の発

生は絶対に許されないことから，安全性，安定性を確保するため，「京都市立総合支援学校給食調理委

託業者登録審査委員会」において，「京都市立総合支援学校給食調理委託業者登録審査基準」に基づき，

給食業務を安全かつ衛生的に安定して履行する能力，施設・設備を有しているかを書類及び実地審査に

より事前審査し，全ての基準を満たした業者を有資格者として登録し，その登録業者の中から，価格の

経済性を確保するため，業者間での見積合わせを経て契約を決定するため。 

 

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 

総合支援学校給食調理委託業者として登録を受けている業者で見積合わせを実施した結果，㈱ファー

ストフーズが最低見積価格を提示したため。 

 

11 その他 

 



 

随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

  京都市立中学校給食校外調理等業務委託（第１ブロック） 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局体育健康教育室 中学校・総合支援学校給食担当  

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区一乗寺向畑町8 デリカハウス（株） 

 

６ 契約金額（税込み） 

 （予定総額）１５２，７４５，５５２円 

 

７ 契約内容 

 京都市立中学校における学校給食校外調理等の業務委託 

 

８ 随意契約の理由 

中学校給食は，児童・生徒の生命・健康に直結するものであり，食中毒等，衛生上の事故の発生は絶

対に許されないことから，安全性，安定性を確保するため，「京都市立中学校給食調理委託業者登録審

査委員会」において，「京都市立中学校給食調理委託業者登録審査基準」に基づき，給食業務を安全か

つ衛生的に安定して履行する能力，施設・設備を有しているかを書類及び実地により事前審査し，全て

の基準を満たした業者を有資格者として登録し，その登録業者の中から，価格の経済性を確保するため，

業者間での見積合わせを経て契約を決定するため。 

 

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 

中学校給食調理委託業者として登録を受けている業者で見積合わせを実施した結果，デリカハウス

（株）が，最低見積価格を提示したため。 

 
11 その他 



 

随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

  京都市立中学校給食校外調理等業務委託（第２ブロック） 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局体育健康教育室 中学校・総合支援学校給食担当  

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区西九条西柳ノ内町2 （株）ファーストフーズ 

 

６ 契約金額（税込み） 

 （予定総額）１６１，４９１，４８８円 

 

７ 契約内容 

 京都市立中学校における学校給食校外調理等の業務委託 

 

８ 随意契約の理由 

中学校給食は，児童・生徒の生命・健康に直結するものであり，食中毒等，衛生上の事故の発生は絶

対に許されないことから，安全性，安定性を確保するため，「京都市立中学校給食調理委託業者登録審

査委員会」において，「京都市立中学校給食調理委託業者登録審査基準」に基づき，給食業務を安全か

つ衛生的に安定して履行する能力，施設・設備を有しているかを書類及び実地により事前審査し，全て

の基準を満たした業者を有資格者として登録し，その登録業者の中から，価格の経済性を確保するため，

業者間での見積合わせを経て契約を決定するため。 

 

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 

中学校給食調理委託業者として登録を受けている業者で見積合わせを実施した結果，（株）ファース

トフーズが，最低見積価格を提示したため。 

 
11 その他 



 

随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

  京都市立中学校給食校外調理等業務委託（第３ブロック） 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局体育健康教育室 中学校・総合支援学校給食担当  

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区西九条西柳ノ内町2 （株）ファーストフーズ 

 

６ 契約金額（税込み） 

 （予定総額）２２７，４３０，７０２円 

 

７ 契約内容 

 京都市立中学校における学校給食校外調理等の業務委託 

 

８ 随意契約の理由 

中学校給食は，児童・生徒の生命・健康に直結するものであり，食中毒等，衛生上の事故の発生は絶

対に許されないことから，安全性，安定性を確保するため，「京都市立中学校給食調理委託業者登録審

査委員会」において，「京都市立中学校給食調理委託業者登録審査基準」に基づき，給食業務を安全か

つ衛生的に安定して履行する能力，施設・設備を有しているかを書類及び実地により事前審査し，全て

の基準を満たした業者を有資格者として登録し，その登録業者の中から，価格の経済性を確保するため，

業者間での見積合わせを経て契約を決定するため。 

 

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 

中学校給食調理委託業者として登録を受けている業者で見積合わせを実施した結果，（株）ファース

トフーズが，最低見積価格を提示したため。 

 
11 その他 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

平成２７年度市民スクール２１学級開設委託 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進担当 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日 から 平成２８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御池下る虎屋町５７７－２ 太陽生命御池ビル６階 

市民スクール２１実行委員会 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，０４０，０００円 

 

７ 契約内容 

各「学級（※）」において，環境，ボランティア，人権，地域の教育力，福祉，子育て，他団体と

のパートナーシップ，魅力ある地域づくり，地域活性化など多様な課題についての学習及び取組を

実施する。 

 

※「学級」とは，「学級責任者」を長とし，概ね小学校区を単位として原則20名以上の学級生によって組織

され，年間を通して本事業を実施する団体のことをいう。 

 

８ 随意契約の理由 

地域社会を構成・創造する市民の主体性を育むためには，市民自らが事業企画段階から主体的に

参画し，取組を展開していくことが重要であるため，行政が事業を主導して市民がそれに参加する

という形ではなく，実施主体に対し，事業委託を行うことが不可欠である。 

また，子どもからお年寄りまで生涯にわたって学習を行う生涯学習社会の実現のためには，でき

るだけ多くの市民に参加を呼び掛け，各地域の実情を踏まえ地域に根差した活動を実施し，その成

果を全市的な取組にまで波及・充実させ，最終的にはそれらを地域に還元していく必要がある。 

これらを実現するために，女性を構成員とし，学習を通じてその成果を地域に還元することに重

点を置く社会教育関係団体で，かつ全市的規模で各地域に基盤を持つ団体に対し委託を行うもので

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 

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  

元京都市立弥栄中学校塀改修工事 

 

２ 担当所属名  

教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進担当 

 

３ 契約締結日  

平成２７年４月１５日 

 

４ 履行期間  

平成２７年４月１６日から平成２７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等  

京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町５５０－１ 株式会社 大林組 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

８４，２４０，０００円 

 

７ 契約内容 

 元弥栄中学校東側既存塀の老朽化に伴う改修（擁壁の設置） 
 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

元弥栄中学校跡地においては，株式会社大林組が（公財）日本漢字能力検定協会から博物館

等建設工事を受注し，施工している。本工事は隣接する箇所において二つの工事が行われるも

のとなり，大林組と異なる工事業者が現場に入った場合，工事用車両の入出，資材置き場・現

場事務所の設置，水道・電気設備の利用，施工時期など，工事の管理及び施工の調整に多大な

労力が生じ，同一の施工業者でなければ著しい支障が生じることが明らかである。 

以上から，本工事については請負先が同社に特定され，競争入札には適さないため，随意契

約を行うとともに，同社を受注者として選定するものである。 

 
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 

  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 

  醍醐中央図書館設備等管理委託 

 

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 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区芝4丁目6番6号 

株式会社長谷工コミュニティ  

 

６ 契約金額（税込み） 

５，３３９，５２０円 

 

７ 契約内容 

醍醐中央図書館の設備等管理委託 

 

８ 随意契約の理由 

醍醐中央図書館を設置しているパセオ・ダイゴロー西館は，民間の各種専門店の店舗がある商業

施設をはじめ，体育館，老人福祉センター，老人デイサービスセンター，シルバー人材センター，

児童館，郵便局など様々な公共施設を併せ持った他に例のない複合施設であり，（株）長谷工コミ

ュニティが当該建物を建設した。 

建物は，当初から設備管理，防火管理，セキュリティ等西館全体を一括集中管理する「防災セン

ター」の設置を前提に建設されており，個々の施設に単独で管理する設備を備えていないため，閉

館後（施錠・機械警備への切換後）の清掃業務や設備保守，緊急時による出入等はその都度防災セ

ンターの警備と密接に連動する。 

上記のことを踏まえ，建物・設備等に熟知していることなどから，建物の大部分を占める共用部

等については，京都醍醐センター(株)が（株）長谷工コミュニティと「防災センター」における設

備・警備・清掃管理を一括で委託しており，図書館についても単体では専有部分の管理ができない

ため，防災センターの管理を委託されている（株）長谷工コミュニティと設備管理・清掃業務の委

託契約を締結している。 

 

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 

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   
京都市生涯学習総合センター・図書館等の事業実施等に関する委託 

 
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   

平成２７年４月１日 
 
４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 
 
５ 契約の相手方の住所，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）   

１，４９９，４４３，０００円 
              
７ 契約内容 

京都市生涯学習総合センター（京都市生涯学習総合センター山科を含む。），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 

  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年に生涯学習総合センター（以下「アスニー」という。）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，現在の生涯学習センター所長）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るため，「随意契約」により
事業の実施を財団に委託しているものである。 



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 

上記８のとおり 
また，地方自治法施行令第１５８条第１項に規定する公金の徴収事務については，上記の事業と密接

不可分であるため，同団体に委託する。 
 
11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度みやこ子ども土曜塾情報提供業務委託 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局生涯学習部家庭地域教育支援担当 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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夷川北入少将井町２３９ 

京都新聞開発株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２０，２７５，９２０円 

 

７ 契約内容 

情報誌「GoGo土曜塾」発行業務及びみやこ子ども土曜塾ホームページの作成及び管理業務 

 

８ 随意契約の理由 

みやこ子ども土曜塾は，市民ボランティアの協力により学校休業日に子どもたちの豊かな学びと

育ちの場を提供する事業であり，多くの子どもたちあるいは多くの親子に参加を促進する情報提供

業務が重要である。 

この業務の目的を効果的に達成するためには，一般競争入札ではなく価格以外の要素（能力，技

術，センス，経験に基づくノウハウ等）における競争によって業務を実施する契約の相手方を選定

する必要があるため。 

 

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 

契約の相手方の選定にあたり，平成２６年２月１７日（月）～３月５日（水）の期間でプロポー

ザル方式に基づき契約希望業者を募った結果，３事業者から提案書等の書類の提出があった。審査

委員が評価を行った結果，合計点の総計の最も高い上記５の事業者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 

平成２７年度歴史都市・京都から学ぶジュニア京都検定業務委託 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局生涯学習部家庭地域教育支援担当 

 

３ 契約締結日 

平成２７年８月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年８月１日から平成２７年度業務完了日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６０番地 

京都電子計算株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

予定総額 ８，４６７，２００円 

 

７ 契約内容 

平成２７年度歴史都市・京都から学ぶジュニア京都検定に係るシステム構築や申込受付，問題冊

子及び解答用紙の印刷・配送・回収・採点・評価，検定結果の通知・分析，検定料管理等 

 

８ 随意契約の理由 

歴史都市・京都から学ぶジュニア京都検定業務は，システム構築や申込受付，問題冊子及び解答

用紙の印刷・配送・回収・採点・評価，検定結果の通知・分析に至るまでの一貫した検定処理業務

や，有料受検者の検定料管理業務を行う必要がある。 

これらの業務の効率的かつ円滑な実施が可能かどうかを総合的に判断するためには，価格以外の

要素における競争（プロポーザル方式）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

適さないものであるため。 

 

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 

選定事業者は，公募型プロポーザル方式（募集期間：平成２６年６月１６日～７月２日）による

提案募集に応募してきた唯一の事業者であるとともに，本業務における業務履行の実績（平成１８

年度，２０～２６年度）があり，かつ提案書及び見積書等について内容を審査し，総合評価を行っ

た結果，本業務を円滑かつ確実に実施・運用できると判断したため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

歴史都市・京都から学ぶジュニア京都検定テキストブック（１０版）  

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局生涯学習部家庭地域教育支援担当 

 

３ 契約締結日 

平成２７年６月２６日 

 

４ 履行期間 

平成２７年７月７日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区烏丸通夷川北入少将井町２３９ 

京都新聞開発株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，０７４，６０４円 

 

７ 契約内容 

歴史都市・京都から学ぶジュニア京都検定テキストブック（１０版） の購入 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

時価（税抜価格９２６円）に比して著しく有利な価格（税抜価格４５４．９円）で契約を締結す

ることができるため 

 

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７号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

業者が販売元であり，時価より有利な価格で購入が可能なため 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成27年度 京都市野外活動施設花背山の家の清掃・宿直等業務 

 

２ 担当所属名 

教育委員会事務局花背山の家事業課 

 

３ 契約締結日 

平成27年4月1日 

 

４ 履行期間 

平成27年4月1日～平成28年3月31日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区花脊別所町399 

株式会社 花背山の家協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

34,685,488円 

 

７ 契約内容 

京都市野外活動施設花背山の家の清掃・宿直等業務に関する委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

野外活動施設花背山の家はその建設に当たり，市会の付帯決議（昭和６０年３月予算市会 議第

１号に対する付帯決議）を受けており，その趣旨（過疎対策・雇用創設）が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 

清掃・宿直等業務を受託し得る団体のうち，主たる構成員が地元出身者である株式会社花背山の

家協会が市会の付帯決議を満たす唯一の団体であるため。 

 

11 その他 

＜参 考＞昭和６０年３月予算市会 議第１号に対する付帯決議 

野外教育センター「山の家」の建設調査にあたっては，京都市域内で過疎対策の効果をも合わせ

得られる場所を選び，自然に楽しめる市内北部に建設するよう努力すべきである。 

   


