
平成27年06月09日 平成２７年度出水（１）都市再生地籍調査業務委託（２項委託）
行財政局資産活用推
進室

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

平成27年06月09日 平成２７年度出水（２－２）都市再生地籍調査業務委託（２項委託）
行財政局資産活用推
進室

北陽測地株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

平成28年01月28日 平成２７年度 出水（２）都市再生地籍調査業務委託（２項委託） 2,878,200 
行財政局資産活用推
進室

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８号

平成27年10月20日
社会保障・税番号制度導入に伴う京都市個人市・府民税課税支援シス
テムの改修業務（K-Tax2分）

41,544,360 
行財政局税務部税制
課

社会保障・税番号制度導入に伴う京都市
個人市・府民税課税支援システムの改修
業務（K-Tax2分）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１０条第１項第１号

平成27年10月20日
社会保障・税番号制度導入に伴う京都市個人市・府民税課税支援シス
テムの改修業務（国税連携対応分）

15,307,380 
行財政局税務部税制
課

社会保障・税番号制度導入に伴う京都市
個人市・府民税課税支援システムの改修
業務（国税連携対応分）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

平成27年12月14日
住民基本台帳ネットワークシステムの端末装置及びその他付属機器の
賃貸借業務

8,263,458 
行財政局税務部税制
課

住民基本台帳ネットワークシステム
の端末装置及びその他付属機器の賃
貸借コンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

平成28年03月01日
個人市民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しに係るシステム改
修業務

27,320,252 
行財政局税務部税制
課

個人市民税の公的年金からの特
別徴収制度の見直しに係るシス
テム改修コンソーシアム

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１０条第１項第１号

平成27年12月09日 京都市固定資産税家屋異動判読業務委託 19,656,000 
行財政局税務部資産
税課

昭和株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号

平成27年11月11日 番号制度対応に係るシステム改修（滞納整理支援システム） 21,546,993 
行財政局税務部収納
対策課

「番号制度対応に係るシステム改修（滞
納整理支援システム）」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

平成27年11月27日 コンビニ納税の他税目拡大等のためのシステム改修（第三次改修） 32,583,870 
行財政局税務部収納
対策課

「コンビニ納税の他税目拡大等のた
めのシステム改修（第三次改修）」
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１０条第１項第１号

(当初)  8,618,400
(変更後)8,556,840

(当初)  4,428,000
(変更後)4,428,000

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



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度出水（１）都市再生地籍調査業務委託（２項委託） 

 

２ 担当所属名 

行財政局資産活用推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年６月９日（当初） 

平成２７年１２月２８日（第１回変更） 

平成２８年３月３０日（第２回変更） 

 

４ 履行期間 

平成２７年６月１０日から平成２７年１２月２８日まで（当初） 

平成２７年６月１０日から平成２８年３月３１日まで（第１回変更） 

平成２７年６月１０日から平成２８年１０月３１日まで（第２回変更） 

 

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 理事長 南育雄 

 

６ 契約金額（税込み） 

(当初)  ８，６１８，４００円 

(変更後)８，５５６，８４０円 

 

７ 契約内容 

地籍調査事業の工程で，細部図根測量，原図作成，地籍図・地籍簿作成及び閲覧の工程である。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  第１回変更 

   本業務の一筆地測量に影響する別業務の先行筆界点再計算において，測量精度を向上させるた 

  め新たに細部図根点を設置し，さらに，前年度設置した地籍図根多角点（細部図根点の与点）に 

  ついて再測量をするよう検定機関から指摘されたため，府及び国と協議を行ったこと等により３ 

  ヶ月の遅れが生じた。 

   また，当初設計のＧ工程について全国国土調査協会との協議に基づき修正したため，減額変更 

  した。 

  第２回変更 

   筆界点約２，０００点の交点計算に着手したところ，単純な２直線の交点計算ではなく平行移 

  動計算など複雑な交点計算を実施しなければならない筆界点が多いことから，この作業に約４ヶ 

  月かかる見込みとなった。また，国から交点計算の承認願を作成するよう指示があり，この作 

  業に約２ヶ月かかる見込みとなり，工期内に業務を履行することが困難となったため，工期を平 



  成２８年１０月３１日まで延期した。 

 

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 

   ２５年度事業地域の地籍調査業務は，当初，現地立会いから測量等を経て地籍図・地籍簿作成 

  までを一連の作業とし，入札により公嘱協会が受託した。残る工程についても至急取り組み，早 

  急に地籍簿等を取りまとめなければならないが，２６年度まで実施した現地立会いの結果を基に 

  測量作業を行うため，現地立会いを実施した公嘱協会に委託しなければ，当該地区の地籍調査の 

  精度が保障できない。公嘱協会は基本調査の補完測量と同検定受検の経験があることから調査に 

  必要な知識や能力を十分に有しており，また地域住民等の事情にも精通していることから，直ち 

  に当該作業に着手し，２６年度業務の成果を２７年度中に取りまとめることが可能である。なお， 

  他の事業者では既存の測量データや２６年度立会業務等に習熟していないことから，速やかに当 

  該業務を実施することができず，現地立会い以降の業務について所定の期限内に完了させること 

  が極めて困難であり，２５年度事業地域で業務を実施していた公嘱協会が当該業務を確実に履行 

  できる唯一の事業者であるため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

平成２７年度 出水（２－２）都市再生地籍調査業務委託 （２項委託） 

 

２ 担当所属名 

行財政局資産活用推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年６月９日（当初） 

平成２７年１１月１７日（第１回変更） 

平成２８年３月２４日（第２回変更） 

 

４ 履行期間 

平成２７年６月１０日から平成２７年１１月３０日まで（当初） 

平成２７年６月１０日から平成２８年３月３０日まで（第１回変更） 

平成２７年６月１０日から平成２８年５月３１日まで（第２回変更） 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都府京都市左京区下鴨上川原町28番地 

  北陽測地株式会社 代表取締役 大久保憲一 

 

６ 契約金額（税込み） 

４，４２８，０００円 

※変更契約（第１回，第２回）は工期延期のみ 

 

７ 契約内容 

本件は，出水Ⅱ地区（０．３２ｋ㎡）で実施している地籍調査事業について，府の認証を得るた

めに必要な追加作業として，地籍図根多角測量（Ｄ工程）及び先行筆界点の再計算を実施するもの

である。国土調査法第１０条第２項に基づいて業務を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  第１回変更理由 

   復元測量については，現地に「鋲及びペイント」の設置を伴い，土地所有者への説明後でなけ 

  れば設置できず，その対応に約５ヶ月の期間を要したことから，履行期間を延期した。 

  第２回変更理由 

   復元測量については，現地に「鋲及びペイント」の設置を伴い，土地所有者への説明後でなけ 

  れば設置できず，その対応に更に約２ヶ月の期間を要したことから，履行期間を延期した。 

 
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 

   早急に業務を完了させるにあたり，測量データ等の詳細情報を保有しているのは，２項委託を 



  受託している公嘱協会と平成２４年度に当該地域で「都市再生地籍調査（官民境界等先行調査） 

  業務委託」（以下「先行調査」という。）を受託した「北陽測地株式会社」（以下「当該業者」とい 

  う。）の２者に限られる。２者へ本業務の実施について打診したところ，公嘱協会は２項委託の実 

  施のため技術者の手配ができず受託できないとの回答があったが，当該業者は実施可能とのこと 

  であった。当該業者は，本業務に直ちに着手でき，後続する２項委託の取りまとめ作業に必要と 

  なる地籍図根多角網の測量成果の早期の取りまとめ，並びに先行調査分の官民筆界点の境界標を 

  設置が可能であるため，平成２６年度実施地区の地籍調査事業の円滑な進捗に寄与するものであ 

  るから。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度 出水（２）都市再生地籍調査業務委託（２項委託） 

 

２ 担当所属名 

行財政局資産活用推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２８年１月２８日（当初） 

平成２８年３月３０日（変更後） 

 

４ 履行期間 

平成２８年１月２９日から平成２８年３月３１日まで（当初） 

平成２８年１月２９日から平成２８年１０月３１日まで（変更後） 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府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 理事長 南育雄 

 

６ 契約金額（税込み） 

２，８７８，２００円 

※変更契約は工期延期のみ 

 

７ 契約内容 

 国土調査法第２条第５項に規定する地籍調査事業について，平成２４年度実施の官民境界等先 

行調査に引き続き一筆地調査（Ｅ工程 ０．０４ｋ㎡）を実施するものである。同法第１０条第  

２項に基づいて業務委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

   本件業務については，平成２７年９月に一般競争入札を実施したが応札者が無く，入札不調と 

  なったため，次の点を考慮し，地方自治法施行令１６７条の２第１項第８号に基づき，（公社）京 

  都公共嘱託登記土地家屋調査士協会（以下「同協会」という。）と随意契約を締結した。 

  （１）同協会は，本市が行った平成２５年度及び平成２６年度の地籍調査事業の測量等業務の発

注において，入札に参加し，受託した唯一の事業者であること。 

  （２）同協会は，本市の地籍調査事業において一筆地調査業務を経験している唯一の業者であり，

調査に必要な知識や能力を十分に有し，実際の業務で発生しうる課題や地域特性等にも精通して

いることから，直ちに当該作業に着手し，事業を円滑に履行できると考えられること。 

 

 

 

 



 

 

（変更理由） 

   地元説明会の通知送付に先立ち，対象地区内の登記事項証明書を取り寄せて送付先を確認した 

  ところ，相続，売買等に伴う所有権移転が行われている土地が多数あり，送付先確認に約１箇月 

  を要したため，説明会開催が２月末になり，年度内に立会を完了することが不可能となった。 

また，説明会通知を送付したしたところ，転居や，未登記の相続による所在不明の土地所有者

が予想外に多く，追跡調査に多大な時間を要すると見込まれることから，履行期間を平成２８年

１０月３１日まで延長した。 

 

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 

社会保障・税番号制度導入に伴う京都市個人市・府民税課税支援システムの改修業務（K-Tax2分） 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部税制課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１０月２０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１０月２０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 

社会保障・税番号制度導入に伴う京都市個人市・府民税課税支援システムの 

改修業務（K-Tax2分）コンソーシアム 

代表 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

４１，５４４，３６０円 

 

７ 契約内容 

  番号制度の導入に伴い，京都市個人市・府民税課税支援システムで個人番号及び法人番号が

取り扱えるよう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） 

現状，京都市個人市・府民税課税支援システムの保守を実施しているのが日本電気株式会社

であり，システム改修及びそのトラブルにも対応できる唯一の業者である。また，本市におけ

る住民基本台帳等の管理をしている大型汎用コンピュータとのデータ連携に係る箇所の改修で

あることから，大型汎用コンピュータに関する知識が必要であり，大型汎用コンピュータの開

発業者である日本電気株式会社に委託しなければ，システム全体の稼働保障が得られない。そ

のため日本電気株式会社を代表とするコンソーシアムとの随意契約を締結する。 

 

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１０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 

社会保障・税番号制度導入に伴う京都市個人市・府民税課税支援システムの改修業務（国税連携

対応分） 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部税制課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１０月２０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１０月２０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 

社会保障・税番号制度導入に伴う京都市個人市・府民税課税支援システムの 

改修業務（国税連携対応分）コンソーシアム 

代表 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，３０７，３８０円 

 

７ 契約内容 

番号制度の導入に伴い，国税連携システムで個人番号及び法人番号を取り扱えるようシステ

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） 

現状，国税連携システムの保守を実施しているのが日本電気株式会社であり，システム改修

及びそのトラブルにも対応できる唯一の業者である。また，本市における住民基本台帳等の管

理をしている大型汎用コンピュータとのデータ連携に係る箇所の改修であることから，大型汎

用コンピュータに関する知識が必要であり，大型汎用コンピュータの開発業者である日本電気

株式会社に委託しなければ，システム全体の稼働保障が得られない。そのため，日本電気株式

会社を代表とするコンソーシアムとの随意契約を締結する。 

 

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 

住民基本台帳ネットワークシステムの端末装置及びその他付属機器の賃貸借業務 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部税制課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１２月１４日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月１４日から平成３０年９月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

「住民基本台帳ネットワークシステムの端末装置及びその他付属機器の賃貸借コンソーシアム」 

代表 株式会社ＪＥＣＣ 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，２６３，４５８円 

 

７ 契約内容 

住民基本台帳ネットワークシステム用の機器を賃借し，整備するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

契約対象となる機器については，既設の住基ネットワークシステム用の機器（以下「既存機器」

という。）との接続を行う必要があり，端末装置及びその他付属機器に係る部分を切り離して調達及

び導入を行うことは，住基ネットワークシステムの安定稼動が補償できない。そのため，既存機器

の導入及び運用業者である「住民基本台帳ネットワークシステムの端末装置及びその他付属機器の

賃貸借コンソーシアム」代表 株式会社ＪＥＣＣとの随意契約を締結する。 

 

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 

個人市民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しに係るシステム改修業務 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部税制課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年３月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年３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５Ｆ 

個人市民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しに係るシステム改修コンソーシアム 

代表 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，３２０，２５２円 

 

７ 契約内容 

個人市民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しに伴い，仕様変更が必要な部分について，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） 

個人市民税のシステム改修については本市の大型汎用コンピュータ上での開発となるため，大型

汎用コンピュータに関する知識が必要であり，この条件を満たすのは，開発業者である日本電気株

式会社だけである。そのため，日本電気株式会社を代表とするコンソーシアムと随意契約を締結す

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１０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 

京都市固定資産税家屋異動判読業務委託 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部資産税課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１２月９日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月１０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 

京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 

昭和株式会社 京都営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１９，６５６，０００円 

 

７ 契約内容 

  平成２８年度固定資産税等の適正な課税業務のため，２年度分の航空写真のデータを重ね合

わせてその変化を判読することにより，家屋の新増築，滅失等の異動データを拾い上げるもの

である。 

 

８ 随意契約の理由 

平成２８年度分納税通知書等の発送業務について，外部委託の入札を実施するには，納税通知書

等を作成するための課税データを平成２８年２月には受託業者に渡す必要があることが判明した。

家屋異動判読業務を入札の方法により実施していれば，課税業務（課税データの作成等）に必要と

なる成果物の納品が遅れ，ひいては，平成２８年度当初の適正な納税通知書等が発送できなくなる

ため，今年度に限り緊急的に随意契約を行ったものである。 

 

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５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

初めて入札を実施した平成２３年度以降，落札業者は昭和株式会社（京都営業所）１社のみであ

り，航空写真データ等を処理し，成果品を期日までに作成可能であるため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

番号制度対応に係るシステム改修（滞納整理支援システム） 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部収納対策課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１１月１１日 

 

４ 履行期間 

契約日から平成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 

「番号制度対応に係るシステム改修（滞納整理支援システム）」コンソーシアム 

代表者 日本電気株式会社 京都支社長 小林 洋志 

 

６ 契約金額（税込み） 

２１，５４６，９９３円 

 

７ 契約内容 

平成２８年１月からの番号法制度の運用開始に対応するために，個人番号・法人番号のデー

タベースへ追加，検索，画面への表示，帳票への印字等の機能を京都市滞納整理支援システム

に追加するシステム改修を委託するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市滞納整理支援システムは，当初の開発業務として，総合評価方式による一般競争入札

に付した結果，日本電気株式会社を代表とするコンソーシアムを受託業者に決定し，開発を実

施（平成２０年３月１０日契約締結）した。 

その後の第二期分（平成２０年４月１日契約締結）以降の開発・改修業務についても，同社

を代表とするコンソーシアムが開発を実施してきた。また，保守運用業務についても，毎年，

同社を代表とするコンソーシアムに委託している。 

本件の改修に当たっては，高度な専門技術や知識とともに，不具合が発生した場合でも迅速

に解決するための同システムに関する詳細な技術情報が必要となることから，開発当初から開

発・改修を委託している同社を代表とするコンソーシアムと随意契約を行うこととする。 

 

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と同じ 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

コンビニ納税の他税目拡大等のためのシステム改修（第三次改修） 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部収納対策課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１１月２７日 

 

４ 履行期間 

契約日から平成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 

「コンビニ納税の他税目拡大等のためのシステム改修（第三次改修）」コンソーシアム 

代表者 日本電気株式会社 京都支社長 小林 洋志 

 

６ 契約金額（税込み） 

３２，５８３，８７０円 

 

７ 契約内容 

現在は軽自動車税のみで実施しているコンビニエンスストア（以下「コンビニ」という。）

における市税収納事務を，他の税目（個人市・府民税（普通徴収），固定資産税（土地家屋・償

却資産））でも行うために必要なシステム改修を委託する。 

  第一次改修は，平成２５年度に税目拡大に向けたコンビニバーコード生成及び納付書発行管

理のためのシステム基盤の構築を行った。 

第二次改修は，税務オンラインシステム及び京都市滞納整理支援システムのオンライン端末

から個別発行する納付書について，コンビニでの納付を可能とするためのシステム改修を主た

る範囲とするものであり，平成２７年度下半期のできるだけ早期に運用開始することを目指し

て，第三次改修に先行して改修に着手したものである。 

本件，第三次改修は，税務オンラインシステムのバッチ処理によって一括作成する納付書に

係るシステム改修を主たる範囲として，平成２８年度当初からの運用開始を目指した契約を行

うものである。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件は，地方公共団体の物品等又は特定約務の調達手続の特例を定める政令の規定の適用を

受ける特定調達契約に該当する契約であるが，次の理由により特定業者を相手方として，随意

契約を締結することとする。 

本市の市税徴収事務は現行の「税務オンラインシステム」と「京都市滞納整理支援システム」



を一体的に利用して事務を行うところであり，本件は両方のシステムについて改修業務を実施

できる者に委託する必要がある。「税務オンラインシステム」は，日本電気株式会社を中心とし

て開発されたものであり，ACOS という日本電気株式会社独自の汎用機を使用しているため，

開発業者以外にシステム設計，構造を理解して改修業務を実施できる者はいない。また，「京都

市滞納整理支援システム」の開発業務は，総合評価方式による一般競争入札に付した案件であ

り，日本電気株式会社を受託業者に決定して開発を実施し，その後の保守運用についても同社

に委託している。そのため，開発業者以外にシステム設計，構造を理解して改修業務を実施で

きる者はいない。 

このように，現行システムに関する詳細な技術情報は，日本電気株式会社のみが有しており，

本業務の履行に当たっては，システムに障害が発生した場合の復旧等の様々な不具合に迅速に

対処する必要があり，システムの復旧を行うための原因の特定と対処方法の決定・実施には，

高度な専門技術及び知識とともに，本システムに関する詳細な技術情報が必要となることから，

同社が代表幹事株式会社を務めるコンソーシアムを契約の相手方とする。 

なお，今回の業務について，日本電気株式会社は，グループ企業及び協力会社と共同して，

実施業務に限定してコンソーシアムを設立し，受託業務の履行を行うため，日本電気株式会社

を代表幹事会社とし，自治体におけるシステム開発・保守の実績を有するＮＥＣソリューショ

ンイノベータ株式会社他をコンソーシアム構成員と認めることとする。 

 

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１０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と同じ。 

 

11 その他 

  

 


