
001 平成27年11月19日
京都市長選挙における投票受付システム用ノート型パーソナルコン
ピュータ賃貸借

7,067,551 
選挙管理委員会事務局
選挙課

オリックス・レンテック株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号

002 平成27年12月01日 京都市長選挙における啓発事業の企画・運営委託 24,983,100 
選挙管理委員会事務局
選挙課

株式会社実業広告社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成27年12月01日 京都市長選挙に係るシティスケープによる広告委託 5,900,000 
選挙管理委員会事務局
選挙課

エムシードゥコー株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

004 平成27年12月02日
京都市長選挙における期日前・不在者投票システム及び投票受付システ
ムに係る運用支援業務

14,703,789 
選挙管理委員会事務局
選挙課

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

005 平成27年12月16日 京都市長選挙に係る投・開票速報システム開発業務等委託 12,748,320 
選挙管理委員会事務局
選挙課

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

006 平成28年01月15日 京都市長選挙における選挙公報の印刷 7,832,160 
選挙管理委員会事務局
選挙課

山代印刷株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号

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



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市長選挙における投票受付システム用ノート型パーソナルコンピュータ賃貸借 

 

２ 担当所属名 

選挙管理委員会事務局選挙課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１１月１９日 

 

４ 履行期間 

平成２８年１月１２日から平成２８年２月１９日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都品川区北品川五丁目５番１５号 大崎ブライトコア 

オリックス・レンテック株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，０６７，５５１円 

 

７ 契約内容 

投票受付システム用ノート型パソコンの賃貸借及び端末複製作業 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

投票受付システムについては，同システムの動作環境を満たしたノート型パソコンにプログラム

のインストール及び各種設定を全区分統一的に行う必要があるため，調達するノート型パソコンは

全て同じメーカーの同じ機種に統一する必要がある。 

また，選挙期日の決定以降に競争入札や見積り合せにおいて業者を決定することとした場合，そ

の時のノートパソコンの在庫状況や準備に要する時間によっては，仕様の台数を準備できない可能

性があり選挙の執行に多大な影響を与えることとため。 

 

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 

本市の情報システムで使用するパソコン等についての賃借実績を有する競争入札有資格者名簿業

者登録業者のうち，端末の複製作業という特約を盛り込んだ仕様においても対応できる３社による

見積り合わせの結果により選定。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市長選挙における啓発事業の企画・運営委託 

 

２ 担当所属名 

選挙管理委員会事務局選挙課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１２月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月１日から平成２８年２月１０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区正面通り高瀬東入ル山王町３４３ 

株式会社実業広告社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２４，９８３，１００円 

 

７ 契約内容 

京都市長選挙における啓発事業の企画・運営業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

選挙を執行するにあたり，広く市民に選挙名・投票日等を周知するとともに，特に選挙離れ

が著しい若年層に対し投票参加を呼びかけるために，独自性，話題性のある効果的な啓発事業

を実施する必要があることから，公募型プロポーザル方式により委託先の選定を行うため。 

 

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 

審査会を実施し，各社からの提案内容をもとに審査を行い選定 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市長選挙に係るシティスケープによる広告委託 

 

２ 担当所属名 

選挙管理委員会事務局選挙課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１２月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月１日から平成２８年２月７まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区神田錦町３－２３ メットライフ神田錦町ビル６Ｆ 

エムシードゥコー株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，９００，０００円 

 

７ 契約内容 

市長選挙に係るシティスケープ広告の実施 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

シティスケープ広告は，バス停に屋根と一体化したパネルを設置し，バス利用者だけでなく通行

人や車両にも訴求する広告手法であり，市内全域に大きな広報効果が期待できる。 

当該広告については，契約の相手方が全国展開する広告手法であり，他に調達可能な事業者がな

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 

京都市長選挙における期日前・不在者投票システム及び投票受付システムに係る運用支援業務 

 

２ 担当所属名 

選挙管理委員会事務局選挙課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１２月２日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月２日から平成２８年２月１８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長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） 

１４，７０３，７８９円 

 

７ 契約内容 

期日前・不在者投票システム及び投票受付システムに係る運用支援業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

契約の相手方が既に開発したシステムの運用保守を行うため 

 

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 

京都市長選挙に係る投・開票速報システム開発業務等委託 

 

２ 担当所属名 

選挙管理委員会事務局選挙課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１２月１６日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月１６日から平成２８年２月２９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） 

１２，７４８，３２０円 

 

７ 契約内容 

投・開票速報システムの開発及び導入展開並びに同システムの維持管理業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

契約の相手方は，以前に締結した同様の契約のために使用されたシステムを所有しており，今回

の契約は，それらのシステムの追加改造点の開発業務であり，既存のシステムの機能を損なうこと

なく契約の目的を達成するため。 

 

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 

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 

京都市長選挙における選挙公報の印刷 

 

２ 担当所属名 

選挙管理委員会事務局選挙課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年１月１５日 

 

４ 履行期間 

平成２８年１月１５日から平成２８年１月２６日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区寺之内通小川西入宝鏡院東町５８８番地 

山代印刷株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，８３２，１６０円 

 

７ 契約内容 

京都市長選挙における選挙公報の印刷 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

選挙公報の仕様が確定するのは告示日の夕方となる。一方，選挙公報は公職選挙法において，選

挙の期日前２日までに各有権者世帯に配布することとなっており，競争入札により業者を選定する

と，期限までに履行することが不可能となるため。 

 

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５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

競争入札有資格者名簿業者のうち，業務内容に精通し，公報印刷の実績を有する業者３社による

見積り合わせの結果により選定 

 

11 その他 


