
001 平成28年01月20日
個人番号（マイナンバー）制度実施に伴う「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

18,252,000 
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 平成27年11月24日 京都市教育ネットワークシステムにおける機器移設等に関する業務 5,410,800 
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

003 平成27年12月28日
物理認証デバイスによるユーザ認証機能付き統合管理ファイルサーバシ
ステムの保守・運用業務

9,603,360 
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

004 平成27年12月 7日 京都市立下鴨小学校ほか１校整備工事　ただし，便所電気設備改修工事
教育委員会事務局総務
部教育環境整備室

有限会社和光電気工事
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

005 平成27年12月 8日
京都市立小栗栖小学校ほか1校整備工事　ただし，特定天井対策電気設
備工事

教育委員会事務局総務
部教育環境整備室

京都通信特機株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

006 平成27年12月10日 京都市立下京中学校整備工事　ただし，武道場天井改修工事
教育委員会事務局総務
部教育環境整備室

株式会社杉本工務店
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

007 平成27年12月 4日 京都市立西京高等学校整備工事　ただし，特定天井対策電気設備工事 5,970,240 
教育委員会事務局総務
部教育環境整備室

京都通信特機株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

008 平成27年12月 8日 京都市立福西小学校整備工事　ただし，南校舎便所改修工事 14,979,600 
教育委員会事務局総務
部教育環境整備室

株式会社杉本工務店
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

009 平成27年12月16日 京都市立下鴨小学校整備工事　ただし，便所衛生設備改修工事 7,128,000 
教育委員会事務局総務
部教育環境整備室

株式会社クノリテクニカ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

010 平成27年12月15日 京都市立養正小学校整備工事　ただし，便所衛生設備改修工事 7,344,000 
教育委員会事務局総務
部教育環境整備室

株式会社小野設備
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

011 平成27年12月 9日 京都市立西陵中学校ほか１校整備工事　ただし，便所改修電気設備工事 4,714,200 
教育委員会事務局総務
部教育環境整備室

有限会社和光電気工事
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

012 平成27年12月17日
京都市立開睛小中学校ほか2校整備工事　ただし，特定天井対策電気設
備工事

10,344,336 
教育委員会事務局総務
部教育環境整備室

株式会社オステム
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

013 平成28年12月17日
京都市立大塚小学校ほか1校整備工事　ただし，特定天井対策電気設備
工事

教育委員会事務局総務
部教育環境整備室

株式会社オステム
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

014 平成27年12月21日 京都市立西総合支援学校整備工事　ただし，本館便所改修電気設備工事 3,855,600 
教育委員会事務局総務
部教育環境整備室

株式会社ハンシン電気
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

015 平成27年12月21日 京都市立大原野中学校整備工事　ただし，特定天井対策工事 5,508,000 
教育委員会事務局総務
部教育環境整備室

有限会社創建設
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

契約金額（税込）

（当初)9,209,887円
（変更後)9,361,440円

（当初)2,509,920円
（変更後)2,538,000円

（当初)8,640,000円
（変更後)8,973,720円

（当初)7,549,200円
（変更後)7,549,200円

（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 契約の相手方の名称 根拠法令

随意契約一覧表

016 平成27年11月09日
京都市立醍醐小学校ほか１校プール防災機能強化等改修工事　ただし，
電気設備工事

2,679,480 
教育委員会事務局総務
部教育環境整備室

株式会社イーダ電気工業所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

017 平成28年03月31日
醒泉・淳風統合小学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

108,000,000 
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
関西事務所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

018 平成27年10月19日 京都市立八瀬小学校プール防災機能強化等改修工事　ただし，建築工事
教育委員会事務局
総務部教育環境整備室

綾本建設株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

019 平成27年11月09日
京都市立八瀬小学校プール防災機能強化等改修工事　ただし，衛生設備
その他工事

教育委員会事務局
総務部教育環境整備室

昭和企業組合加藤管工所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

020 平成28年03月14日
東京書籍　デジタル教科書 新編 新しい技術・家庭 ２分野セット　他
１件の購入について

18,006,786 
教育委員会事務局
指導部学校指導課

京都府教科図書販売株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

021 平成28年03月18日 指導書（中学校）の購入について 61,047,000 
教育委員会事務局
指導部学校指導課

京都府教科図書販売株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

022 平成27年10月15日 京都市立高倉小学校プレハブ給食室設計業務委託 4,320,000 
教育委員会事務局体育
健康教育室

企業組合一級建築士事務所
ひと・まち設計

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号

023 平成27年12月21日
元京都市立有隣小学校整備工事　ただし，屋内運動場耐震改修及び特定
天井対策に伴う電気設備工事

教育委員会
総合教育センター
学校統合推進室計画課

株式会社西田電機商会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

（当初）6,480,000円
（変更）6,967,080円

（当初）68,040,000
（変更後）73,571,760

（当初）17,809,200
（変更後）17,985,240



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名      

個人番号（マイナンバー）制度実施に伴う「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２８年１月２０日 

 

４ 履行期間    

平成２８年１月２０日～平成２８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

   日本電気株式会社 京都支社長 小林 洋志 

 （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） 

 

６ 契約金額（税込み）  

１８，２５２，０００円  （消費税等１，３５２，０００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 

京都市教育ネットワークシステムにおける機器移設等に関する業務 

 

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 

平成２７年１１月２４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 

 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） 

￥5,410,800円 （うち消費税及び地方消費税相当額 ￥400,800円） 

 

７ 契約内容 

移設計画書の作成作業，機器の移設作業，移設対象機器の設定変更作業及びシステムの動作確認

作業 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務委託は，京都市教育ネットワークシステム（以下「本システム」という。）における機器の

一部を，京都市教育委員会ネットワークセンターから京都市教育委員会データセンターに移設する

とともに，引き続き本システムの運用を可能とするために実施するものである。 

本システムについては，日本電気株式会社が構築したものであり，現在も「京都市教育ネットワ

ークシステム運用業務委託」において，引き続き本システムの運用を同社に委託しているところで

ある。そのため，本システムに関する専門的な技術，知識及びノウハウ等は同社のみが保有してお

り，本業務委託も同社以外に履行できない。 

したがって，本業務委託については，委託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，同社を委託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 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

物理認証デバイスによるユーザ認証機能付き統合管理ファイルサーバシステムの保守・運用業務 

 

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 

平成２７年１２月２８日 

 

４ 履行期間 

平成２８年１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 

 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） 

￥9,603,360円 （うち消費税及び地方消費税相当額 ￥711,360円） 

 

７ 契約内容 

システム運用業務，システム保守業務，システム監視業務及びバックアップ実施業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務委託は，平成２２年度に保守管理を含む賃貸借契約で導入した物理認証デバイスによるユ

ーザ認証機能付き統合管理ファイルサーバシステム（以下「本システム」という。）について，平成

２７年１２月３１日で契約期間が満了することに伴い（期間満了後，本市無償譲受け），平成２８年

１月１日以降も引き続き保守及び運用を可能とするために実施するものである。 

本システムについては，日本電気株式会社が開発したシステムであるとともに，京都市教育ネッ

トワークシステムと一体的に運用を行うことで，システム全体として安定的な運用を確保するため，

当該ネットワークシステムを構築し，「京都市教育ネットワークシステム運用業務委託」において当

該ネットワークシステムの運用業務を受託している同社が，再委託により保守及び運用を行ってき

たところである。そのため，本システムに関する専門的な技術，知識及びノウハウ等は同社のみが

保有しており，本業務委託も同社以外に履行できない。 

したがって，本業務委託については，委託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，同社を委託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 

京都市立下鴨小学校ほか１校整備工事 ただし，便所電気設備改修工事 

 

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 

（当 初）平成２７年１２月 ７日   

（変更後）平成２８年  ３月 ３日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月８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 

京都市右京区西京極東衣手町55番地の1 

有限会社和光電気工事 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （当 初）２,５０９,９２０円 

  （変更後）２,５３８,０００円 

 

７ 契約内容 

老朽化した校舎便所の改修工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが入札者がいなかったため。 

手洗い器用コンセントを増設する必要があったため。（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 

見積合わせを実施した結果，応募が当該業者のみであったため。 

 

11 その他 

 

 











随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立小栗栖小学校ほか１校整備工事 ただし，特定天井対策電気設備工事 

 

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 

（当 初）平成２７年１２月 ８日   

（変更後）平成２８年  ２月１６日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月９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 

京都市下京区梅小路西中町３６番地 

京都通信特機株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （当 初）８,６４０,０００円 

  （変更後）８,９７３,７２０円 

 

７ 契約内容 

特定天井対策電気設備工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが入札者がいなかったため。 

配線経路等を変更する必要があったため。（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 

見積合わせを実施した結果，３社の応募があり予定価格内かつ最も低価格の業者であったため。 

 

11 その他 

 

 











随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立下京中学校整備工事 ただし，武道場天井改修工事 

 

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 

（当 初）平成２７年１２月１０日   

（変更後）平成２８年  ３月 １日 

 

４ 履行期間 

（当 初）平成２７年１２月１１日から平成２８年３月１５日まで 

（変更後）平成２７年１２月１１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 

京都市下京区諏訪開町３１番地 

株式会社杉本工務店 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （当 初）７,５４９,２００円 

  （変更後）７,５４９,２００円 

 

７ 契約内容 

武道場天井改修工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが入札者がいなかったため。 

近隣対策に時間を要し，工事開始が遅れ工期を変更する必要があったため。（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 

見積合わせを実施した結果，応募が当該業者のみであったため。 

 

11 その他 

 

 











随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立西京高等学校整備工事 ただし，特定天井対策電気設備工事 

 

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１２月４日   

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月５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 

京都市下京区梅小路西中町３６番地 

京都通信特機株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

  ５,９７０,２４０円 

   

７ 契約内容 

特定天井対策電気設備工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが洛札者がいなかったため。 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

見積合わせを実施した結果，２社の応募があり予定価格内かつ最も低価格の業者であったため。 

 

11 その他 

 

 











随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立福西小学校整備工事 ただし，南校舎便所改修工事 

 

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１２月８日   

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月９日から平成２８年３月２２日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区諏訪開町３１番地 

株式会社杉本工務店 

 

６ 契約金額（税込み） 

  １４,９７９,６００円 

   

７ 契約内容 

老朽化した校舎便所の改修工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが落札者がいなかったため。 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

見積合わせを実施した結果，４社の応募があり予定価格内かつ最も低価格の業者であったため。 

 

11 その他 

 

 











随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立下鴨小学校整備工事 ただし，便所衛生設備改修工事 

 

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１２月１６日   

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月１７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 

京都市北区大将軍東鷹司町５９番地の３ 

株式会社クノリテクニカ 

 

６ 契約金額（税込み） 

  ７,１２８,０００円 

   

７ 契約内容 

老朽化した校舎便所の改修工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが落札者がいなかったため。 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

見積合わせを実施した結果，３社の応募があり予定価格内かつ最も低価格の業者であったため。 

 

11 その他 

 

 











随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立養正小学校整備工事 ただし，便所衛生設備改修工事 

 

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１２月１５日   

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月１６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 

京都市山科区音羽森廻り町６番地の９ 

株式会社小野設備 

 

６ 契約金額（税込み） 

  ７,３４４,０００円 

   

７ 契約内容 

老朽化した校舎便所の改修工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが落札者がいなかったため。 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

見積合わせを実施した結果，３社の応募があり予定価格内かつ最も低価格の業者であったため。 

 

11 その他 

 

 











随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立西陵中学校ほか１校整備工事 ただし，便所改修電気設備工事 

 

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２２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東衣手町55番地の1 

有限会社和光電気工事 

 

６ 契約金額（税込み） 

  ４,７１４,２００円 

   

７ 契約内容 

老朽化した校舎便所の改修工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが入札者がいなかったため。 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

見積合わせを実施した結果，当該業者のみの応募であったため。 

 

11 その他 

 

 











随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立開睛小中学校ほか２校整備工事 ただし，特定天井対策電気設備工事 

 

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１２月１７日   

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月１８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 

京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町２番地の４ 

株式会社オステム 

 

６ 契約金額（税込み） 

  １０,３４４,３３６円 

   

７ 契約内容 

特定天井対策電気設備工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが入札者がいなかったため。 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

見積合わせを実施した結果，応募が当該業者のみであったため。 

 

11 その他 

 

 

















随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立大塚小学校ほか１校整備工事 ただし，特定天井対策電気設備工事 

 

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 

（当 初）平成２７年１２月 ７日   

（変更後）平成２８年  ２月１０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月８日から平成２８年２月１５日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市伏見区横大路三栖城ノ前町２番地４ 

株式会社オステム 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （当 初）９,２０９,８８７円 

  （変更後）９,３６１,４４０円 

 

７ 契約内容 

特定天井対策電気設備工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが入札者がいなかったため。 

配線経路等を変更する必要があったため。（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 

見積合わせを実施した結果，応募が当該業者のみであったため。 

 

11 その他 

 

 











随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立西総合支援学校整備工事 ただし，本館便所改修電気設備工事 

 

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１２月２１日   

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月２２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堤町４３番地の１３ 

株式会社ハンシン電気 

 

６ 契約金額（税込み） 

  ３,８５５,６００円 

   

７ 契約内容 

老朽化した校舎便所の改修工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが入札者がいなかったため。 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

見積合わせを実施した結果，応募が当該業者のみであったため。 

 

11 その他 

 

 











随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立大原野中学校整備工事 ただし，特定天井対策工事 

 

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１２月２１日   

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月２２日から平成２８年３月２５日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区岩倉幡枝町２０４１番地 

有限会社創建設 

 

６ 契約金額（税込み） 

  ５,５０８,０００円 

   

７ 契約内容 

特定天井対策工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが入札者がいなかったため。 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

見積合わせを実施した結果，応募が当該業者のみであったため。 

 

11 その他 

 

 













随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立醍醐小学校ほか１校プール防災機能強化等改修工事 ただし，電気設備工事 

 

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１１月９日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１１月１０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 

京都市左京区北白川西瀬ノ内町２４番地２ 

株式会社イーダ電気工業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

２，６７９，４８０円 

 

７ 契約内容 

既存躯体を利用したプール水槽のＦＲＰ化等リニューアル工事（電気設備工事） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが落札者がいなかったため。 

 

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８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，株式会社イーダ電気工業所の見積金額が最も低廉であったため。 

 

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２８年３月３１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９年８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） 

１０８，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

醒泉・淳風統合小学校施設整備事業に係る建築及び設備の基本設計・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 

京都市立八瀬小学校プール防災機能強化等改修工事 ただし，建築工事 

 

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１０月１９日 

（変更契約：平成２８年３月２３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 

京都市北区西賀茂北鎮守菴町１１６番地 

綾本建設株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当初）６８，０４０，０００円 

（変更後）７３，５７１，７６０円 

 

７ 契約内容 

既存躯体を利用したプール水槽のＦＲＰ化等リニューアル工事（建築工事） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが落札者がいなかったため。 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

見積合せを実施したところ，綾本建設株式会社の見積金額が最も低廉であったため。 

 

11 その他 

 

 













随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市立八瀬小学校プール防災機能強化等改修工事 ただし，衛生設備その他工事 

 

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１１月９日 

（変更契約：平成２８年３月２４日） 

 

４ 履行期間 

平成２７年１１月１０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 

京都市左京区吉田中阿達町４６番地 

昭和企業組合加藤管工所 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当初）１７，８０９，２００円 

（変更後）１７，９８５，２４０円 

 

７ 契約内容 

既存躯体を利用したプール水槽のＦＲＰ化等リニューアル工事（衛生設備その他工事） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが落札者がいなかったため。 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

見積合せを実施したところ，昭和企業組合加藤管工所の見積金額が最も低廉であったため。 

 

11 その他 

 

 











随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

東京書籍 デジタル教科書 新編 新しい技術・家庭 ２分野セット 他１件の購入について 

 

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 

平成28年3月14日 

 

４ 履行期間 

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 

京都市中京区中筋通夷川上ル鉾田町306番地 

京都府教科図書販売株式会社 

６ 契約金額（税込み） 

１８，００６，７８６円 

 

７ 契約内容 

平成28年度以降使用中学校教科用図書の採択に伴い，中学校デジタル教科書（技術・家庭，英語）

を購入。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

価格競争性がないため 

 

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に加え，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 

指導書（中学校）の購入について 

 

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 

平成28年3月18日 

 

４ 履行期間 

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 

京都市中京区中筋通夷川上ル鉾田町306番地 

京都府教科図書販売株式会社 

６ 契約金額（税込み） 

６１，０４７，０００円 

 

７ 契約内容 

平成28年度以降使用中学校教科用図書の採択に伴い，中学校教員用指導書を購入。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

価格競争性がないため 

 

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に加え，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 

京都市立高倉小学校プレハブ給食室設計業務委託 

 

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 

（当初）平成27年10月15日 

（変更）平成28年1月20日 

４ 履行期間 

契約の日から平成28年3月31日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

企業組合一級建築士事務所 ひと・まち設計 

 

６ 契約金額（税込み） 

４，３２０，０００円 

 

７ 契約内容 

・プレハブ給食室の実施設計業務 

・関係官公庁等に対する各種申請や諸手続き 

・プレハブ賃貸借料の見積り 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当初，プレハブ給食室の設計・設置一括発注（デザインビルド方式）による契約依頼を実施する

予定であったが，設計・設置を分離で発注するよう見直しをした。 

一方，給食室本体の改修工事の請負業者が既に決定しており，今年度中に工事着手しなければな

らず，その前段として行う既存の給食室からプレハブ給食室への機能移転は学校の長期休業期間を

利用する必要がある。 

27年度の給食が終了するまでにプレハブ設置を完了させ，給食終了と同時に機能移転を実施する

ために，プレハブ設置の入札に必要な図面を早急に作成しなければならない。 

  平成28年4月以降の給食をプレハブ給食室で確実に実施するために，地方自治法施行令第167条の2

第1項第5号の規定に基づき，随意契約により緊急に契約を締結した。 

 

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 

契約の相手方として複数の設計業者に見積りを依頼し，業務実施が可能であった3者から見積りが

提出され，最も低廉であった「企業組合一級建築士事務所ひと・まち設計」と契約を締結した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

 元京都市立有隣小学校整備工事 

 ただし，屋内運動場耐震改修及び特定天井対策に伴う電気設備工事 

２ 担当所属名 

 教育委員会 総合教育センター 学校統合推進室計画課 

 

３ 契約締結日 

 平成２７年１２月２１日 

 

４ 履行期間 

 平成２７年１２月２２日～平成２８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

 京都市右京区梅津堤下町６番地 

 株式会社西田電機商会 

 

６ 契約金額（税込み） 

 （当 初） ６，４８０，０００円 

 （変更後） ６，９６７，０８０円 

 

７ 契約内容 

 屋内運動場の耐震改修工事及び特定天井対策工事に伴う電気設備工事を行う 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 入札に付したが落札者がいなかったため。 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

 オープンカウンターにより見積書の提出を募集したが，当業者以外に提出がなかったため 

 

11 その他 

 

 










