
001 平成29年05月31日
国立京都国際会館多目的ホールにおける「京都らしい設え」の実施に係
る調度・備品のデザイン及び技術コンサルティングその他業務

7,981,200 
総合企画局総合政策室
政策総務担当

株式会社日建スペースデザイン
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

002 平成29年09月27日
国立京都国際会館多目的ホール「京都らしい調度・備品」制作業務（家
具その１）

29,700,000 
総合企画局総合政策室
政策総務担当

宮崎木材工業株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成29年04月01日 平成２９年度京都創生ＰＲ業務の委託 9,700,000 
総合企画局総合政策室
京都創生担当

公益社団法人京都文化交流コン
ベンションビューロー

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

004 平成29年08月01日
平成２９年度京都創生ＰＲ事業「京あるきin東京2018」広報及び企画運
営業務

19,300,000 
総合企画局総合政策室
京都創生担当

株式会社フルハウス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

005 平成29年04月01日 「輝く学生応援プロジェクト」運営業務 8,000,000 
総合企画局総合政策室
大学政策担当

特定非営利活動法人ユースビジョン，特定非営利活動法
人きょうとNPOセンター及び公益財団法人京都市ユース
サービス協会の連合体

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

006 平成29年04月01日
「京都企業と連携した次代の京都を担う人財（担い手）の育成事業」運
営業務

8,000,000 
総合企画局総合政策室
大学政策担当

特定非営利活動法人グローカル
人材開発センター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

007 平成29年08月21日 平成２９年度｢留学生の就職支援・マッチング事業｣運営業務 12,898,000 
総合企画局総合政策室
大学政策担当

平成２９年度｢留学生の就職支
援・マッチング事業｣運営業務
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

008 平成29年04月01日 「きょうと市民しんぶん」（全市版）の版下制作等の委託 8,999,640
総合企画局市長公室広
報担当

株式会社石田大成社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

009 平成29年04月01日 「きょうと市民しんぶん」（区版）の版下制作等の委託 20,088,000 
総合企画局市長公室広
報担当

株式会社石田大成社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

010 平成29年04月01日
「声による市民しんぶん」（市民しんぶんテープ版・デイジー版）の制
作等の委託

10,695,165 
総合企画局市長公室広
報担当

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

011 平成29年04月01日 ポスター版「京都市民ニュース」の掲出料 12,133,368 
総合企画局市長公室広
報担当

京都市（交通事業）
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

012 平成29年06月01日
複合的に媒体を活用する「クロスメディア」による市政情報の発信業務
の委託

32,789,921 
総合企画局市長公室広
報担当

株式会社ＪＲ西日本コミュニ
ケーションズ

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

013 平成29年04月01日 テレビ広報事業における京都市政ＰＲスポットの放送業務委託 29,160,000 
総合企画局市長公室広
報担当

株式会者京都放送
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

014 平成29年06月01日 京都市ホームページ作成支援システム移行及び機能追加業務委託 25,120,800 
総合企画局市長公室広
報担当

キステム株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

015 平成29年06月28日 平成２９年度「きょうとシティグラフ」の制作 6,372,000 
総合企画局市長公室広
報担当

株式会社エトレ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

016 平成29年04月01日
京都市公式アプリ“Hello KYOTO”のコンテンツ制作及び保守運用業務
の委託

10,000,000 
総合企画局市長公室広
報担当

エイベックス・エンタテインメ
ント株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号
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契約金額（税込）

（単位：円）
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契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名
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随意契約一覧表
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017 平成29年04月01日 平成２９年度京都市戦略的広域シティＰＲ（国内向け）業務 15,000,000 
総合企画局市長公室広
報担当

株式会社フルハウス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

018 平成29年08月01日 京都市国際交流会館巻取ホリゾント幕用駆動マシン他取替業務 6,301,800 
総合企画局国際化推進
室

三精テクノロジーズ株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

019 平成29年04月01日 平成２９年度電算システムに係る保守業務 175,300,200 
総合企画局情報化推進
室システム開発・運用
担当

平成29年度電算システムに係る
保守業務コンソーシアム

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１１条第１項第１号

020 平成29年04月01日 口座振替データ授受代行業務等委託
予定
総額

16,211,091 
総合企画局情報化推進
室システム開発・運用
担当

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

021 平成29年04月01日
汎用電子計算機，端末機器及び共通基盤システム等に係る運用維持管理
等業務委託

28,512,000 
総合企画局情報化推進
室システム開発・運用
担当

汎用電子計算機，端末機器及び共通基盤
システム等に係る運用維持管理等業務委
託コンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

022 平成29年04月01日 京都市データセンターの使用に係る個別契約（共用部分他３０ラック） 56,445,228 
総合企画局情報化推進
室システム開発・運用
担当

京都市データセンターの整備及
び提供に関するコンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

023 平成29年04月01日 京都市基幹系共通基盤等運用管理業務委託 9,561,240 
総合企画局情報化推進
室システム開発・運用
担当

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

024 平成29年04月01日 平成２９年度共通基盤・人事給与・文書管理システム機器保守委託 46,170,000 
総合企画局情報化推進
室システム開発・運用
担当

平成２９年度共通基盤・人事給
与・文書管理システム機器保守
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１１条第１項第１号

025 平成29年04月01日 京都市クラウド基盤機器等保守委託 41,620,521 
総合企画局情報化推進
室システム開発・運用
担当

日本電気株式会社
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１号

026 平成29年04月01日 京都市基幹基盤プラットフォーム稼働支援業務委託 11,286,000 
総合企画局情報化推進
室システム開発・運用
担当

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

027 平成29年04月01日 大型汎用コンピュータのオープン化に係る技術支援等業務委託 298,340,820 
総合企画局情報化推進
室オープン化推進担当

公益財団法人京都高度技術研究
所

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２号

028 平成29年04月01日 大型汎用コンピュータのオープン化に係る工程管理支援等業務委託 25,920,000 
総合企画局情報化推進
室オープン化推進担当

ピースミール・テクノロジー株
式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

029 平成29年04月01日 OutSystems Platform Serverに関する保守等業務委託 42,727,284 
総合企画局情報化推進
室オープン化推進担当

OutSystems Platform Serverに
関する保守等業務コンソーシア
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１１条第１項第１号

030 平成29年04月03日 京都市マイナンバー連携システムに係る機器保守等業務委託 11,664,000 
総合企画局情報化推進
室システム開発・運用
担当

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

031 平成29年05月22日 京都市マイナンバー連携システム本番稼働支援業務委託 8,424,000 
総合企画局情報化推進
室システム開発・運用
担当

京都市マイナンバー連携システ
ム本番稼動支援業務委託コン
ソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号



契約の相手方の名称 根拠法令
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随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名

032 平成29年06月23日 マイナンバー連携システム端末共用化設定作業委託 16,829,370 
総合企画局情報化推進
室システム開発・運用
担当

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

033 平成29年06月28日
基幹系共通基盤における住基・税照会システム（住宅）稼働環境構築業
務委託

5,650,290 
総合企画局情報化推進
室システム開発・運用
担当

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

034 平成29年06月30日
京都市基幹系共通基盤等運用管理業務委託（平成２９年７月～平成３０
年３月分）

60,030,936 
総合企画局情報化推進
室システム開発・運用
担当

日本電気株式会社
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１号

035 平成29年07月18日 京都市マイナンバー連携システム保守運用業務委託 16,848,000 
総合企画局情報化推進
室システム開発・運用
担当

京都市マイナンバー連携システ
ム保守運用業務委託コンソーシ
アム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

036 平成29年04月01日 文書管理システムの運用保守 24,192,000 
総合企画局情報化推進
室情報管理担当

京都市文書管理システム運用保
守コンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号
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随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

OutSystems Platform Serverに関する保守等業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室オープン化推進担当 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９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 

OutSystems Platform Serverに関する保守等業務コンソーシアム 

東京都品川区東品川２－３－１２ シーフォートスクエアセンタービル９F  

 代表者 株式会社BlueMeme 

 

６ 契約金額（税込み） 

４２，７２７，２８４円 

 

７ 契約内容 

住民基本台帳，税，福祉系システム等の基幹系業務システムのオープン化における，オンライン

システムの開発及び運用保守の際に使用するツールであるOutSystems Platform Serverに関する保

守等に係る業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務で必要とされるOutSystems Expert Developer認定資格及びOutSystems Professional 

Support Engineer認定資格を有している要員を有している事業者は，株式会社BlueMemeしかいない。 

また，同社は本市のOutSystems Platformが稼働する環境についての知見を有していないことか

ら，昨年度実施した技術支援業務委託において当該環境の運用に従事し，かつOutSystems 

Professional Support Engineer認定資格を有する要員を有している株式会社AIVICKに業務の一部を

再委託しないと本業務の履行に支障が生じるおそれがあるため，株式会社BlueMeme及び株式会社

AIVICKで構成するコンソーシアムを相手方に選定する。 

 

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 
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