
001 平成29年11月29日 京都市国際交流会館整備工事ただし，自動火災報知設備改修工事 9,439,200 
総合企画局国際化推
進室

ニッタン株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

002 平成29年12月28日 元号変更に伴うACOS業務システムの影響調査作業委託 90,720,000 
総合企画局情報化推
進室

元号変更に伴うACOS業務システ
ムの影響調査作業委託コンソー
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

003 平成30年01月01日 平成29年度電算システムに係る保守業務（平成30年1月～3月） 58,433,400 
総合企画局情報化推
進室

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

004 平成29年12月26日 電子計算機NEC　ACOSシステム賃借 78,868,845 
総合企画局情報化推
進室

電子計算機　NEC　ACOSシステム
賃貸借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

005 平成29年12月26日 基幹系システム用負荷分散環境構築作業委託 8,556,127 
総合企画局情報化推
進室

公共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

006 平成29年12月20日
京都市マイナンバー連携システムに係るデータ標準レイアウト改版対
応業務委託

54,351,000 
総合企画局情報化推
進室

京都市マイナンバー連携システムに
係るデータ標準レイアウト改版対応
業務委託コンソーシアム

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

007 平成28年03月30日
大型汎用コンピュータのオープン化に係る税システム（オンライン処
理）設計・開発等業務委託

(当
初)
(変更
後)

397,440,000
416,772,000

総合企画局情報化推
進室

株式会社ＤＴＳ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

008 平成28年07月07日
大型汎用コンピュータのオープン化に係る住民基本台帳システム（オ
ンライン処理）設計・開発等業務委託

322,520,400 
総合企画局情報化推
進室

株式会社アルバス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

009 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

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

010 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

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

（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）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市国際交流会館整備工事ただし，自動火災報知設備改修工事 

 

２ 担当所属名 

総合企画局国際化推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１１月２９日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から平成３０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本町２－１－６ 堺筋本町センタービル５F	

 ニッタン株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，４３９，２００円 

 

７ 契約内容 

自動火災報知設備改修工事 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本工事は国際交流会館に設置されている自動火災報知設備の機器のうち，老朽化した複合型火災

受信機及び火災感知器，ガス漏れ感知器の更新を行うものである。当該設備は，火災等が起こった

場合に施設管理者が早急に対応を行うための設備である。	

 当該自動火災報知設備は，複合型火災受信機，防排煙制御装置，ガス漏れ警報受信機，副受信機，

火災感知器及びガス漏れ感知器等で構成される一体のシステムであり，性能，機能を確実に担保す

るために，システムを構成する機器については個々に公的な検査機関の検定を受けたものとなって

いる。	

 機器間の制御及び信号のやり取りについては製造業者であるニッタン株式会社独自の技術が用い

られており，他社製品との互換性は保証されていないため，既設の火災受信機等各機器の製造者で

ある同社を随意契約先として契約した。（京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン 第１項

（１）ア（エ）「既設の施設，設備等と密接不可分の関係にあり，同一施工者でないと既設の設備等

の使用に著しい支障が生じるおそれがある工事」に該当） 

 

９ 根拠法令 

■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のとおり 

 

11 その他 

  なし 











随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

元号変更に伴うＡＣＯＳ業務システムの影響調査作業委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月２８日 

 

４ 履行期間 

契約締結日の翌日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

元号変更に伴うＡＣＯＳ業務システムの影響調査作業委託コンソーシアム 

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 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

９０，７２０，０００円 

 

７ 契約内容 

平成２９年１２月に「天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令」が制定さ

れたことに伴い，元号が変更した場合の本市の大型汎用コンピュータ(ＡＣＯＳ)への影響の調査を

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） 

今回調査対象となる各事務処理システムは，日本電気株式会社の汎用コンピュータＡＣＯＳシス

テムのハードウェア及びソフトウェアの各機能を使用し，本市のために開発し，運用しているもの

である。本件調査では，日本電気株式会社が著作権を有し，同社及び同社のグループ企業等のみに

使用が許可されるＡＴＳＳ，ＮＥＤＩＴ，ＣＡＳＥＷＯＲＬＤ等の各種ソフトウェアを使用する必

要がある。 

したがって，他社との競争が成立せず競争入札に適さないため，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 

８のとおり，日本電気株式会社及び同社のグループ企業と契約する必要がある。 

また，本市の個人情報保護条例の罰則規定は再委託先事業者に適用されないことから，「電



子計算機による事務処理等の契約に係るガイドライン」に基づき，日本電気株式会社と，同社

のグループ企業等であり，高度な専門技術及び知識を有する要員を確保でき，日本電気株式会

社が著作権を有するソフトウェアの使用が許可されるＮＥＣソリューションイノベータ株式会

社，株式会社ソフィア及び株式会社ワードシステムの４社で構成されるコンソーシアムを相手

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２９年度電算システムに係る保守業務（平成３０年１月～３月） 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室 

 

３ 契約締結日 

平成３０年１月１日 

 

４ 履行期間 

平成３０年１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 

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 

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 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５８，４３３，４００円 

 

７ 契約内容 

汎用コンピュータをホストコンピュータとするオンラインシステム（ＶＩＳ）上で稼働及びバッ

チ運用を行う電算システムに係るシステム保守を実施し，事務改善や軽微なシステム変更等を必要

に応じて行い，機能設計，基本設計，詳細設計，プログラム製造，テスト，システム移行，運用委

託指示書作成及びこれに伴う一連の作業を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

委託の対象となる電算システムは日本電気株式会社製の汎用コンピュータ上で稼働しており，日

本電気株式会社が著作権を有する，ＡＴＳＳ，ＣＯＢＯＬコンパイラ，ＣＡＳＥＷＯＲＬＤ等のソ

フトウエアを使用しなければ，システム設計，プログラム製造及び実行ができないことから，他者

との競争が成立せず競争入札に適さないため，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 

日本電気株式会社は，グループ企業及び協力会社であるＮＥＣソリューションイノベータ株式会

社及び株式会社ソフィアと共同して受託業務の履行を行うこととしている。両社は，自治体におけ

るシステム開発・保守業務の実績が１０年以上あり，日本電気株式会社と同等の技術レベルを保持



する要員が確保できることを日本電気株式会社が保証している。また，日本電気株式会社は，両社

に対して著作権を有するソフトウエアの使用を許諾するとしている。 

本市の個人情報保護条例の罰則規定は再委託先事業者に適用されないことから，日本電気株式会

社が代表者を務めるコンソーシアムと随意契約を行った。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

電子計算機ＮＥＣ ＡＣＯＳシステム賃借 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月２６日 

 

４ 履行期間 

平成３０年１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 

電子計算機ＮＥＣ ＡＣＯＳシステム賃貸借業務コンソーシアム 

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

代表 株式会社ＪＥＣＣ 

 

６ 契約金額（税込み） 

７８，８６８，８４５円 

 

７ 契約内容 

現在使用している大型汎用コンピュータＡＣＯＳが平成２９年１２月に契約が満了するとともに

機器の耐用年数を迎えるため，平成３０年４月に機器更新を実施することとしている。 

本件は，平成３０年１月から同年３月の期間について，従来使用していた機器を継続して使用す

るもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本市において汎用電子計算機を用いて処理を行っている情報処理システムは，日本電気株式会社

製大型汎用電子計算機「ＡＣＯＳシステム」の各種機能を使用することを前提として開発，運用及

び保守が行われている。 

上記の情報処理システムは，ＡＣＯＳシステムと一体で運用している各機器及び制御ソフトウェ

アによって実現しており，これら全てが確実に維持されなければ，システムの安定稼動に支障が生

じ，市民サービス業務が停止するなど市民生活に多大な影響を与えることにも直結する。 

このことから，システムの安定稼働を確保するためには，上記の各機器及び制御ソフトウェアの

賃借だけでなく，これらの機器に精通した技術者によるシステム環境機能の維持（運用支援，障害

対応，予防保守等）を包含したレンタル契約を締結する必要がある。 

本件の調達機器のレンタルについて，株式会社ＪＥＣＣは，昭和３６年に通商産業省主導の下，

国策コンピュータレンタル会社として，沖電気工業，東芝，日本電気，日立製作所，富士通，三菱

電機等の国内主要コンピュータ・メーカーの共同出資により設立されたコンピュータ専門のレンタ

ル会社であり，本市の仕様を満たすレンタルサービスを提供できる唯一の企業である。 



また，システム環境機能の維持について，本契約の調達機器の製造元である日本電気株式会社と，

同社から技術情報等の提供を受けており，調達機器に係る保守業務を履行するに当たり必要となる

詳細な技術情報や高度な専門技術及び知識を持つＮＥＣソリューションイノベータ株式会社及びＮ

ＥＣフィールディング株式会社の３社が共同しなければ，システム環境機能の維持は不可能である。 

このため，上記の４社との随意契約を行った。 

 

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 

８のとおり。 

また，本市の個人情報保護条例の罰則規定は再委託先事業者に適用されないことから，株式

会社ＪＥＣＣを代表幹事会社とし，日本電気株式会社，ＮＥＣソリューションイノベータ株式

会社及びＮＥＣフィールディング株式会社の４社によって構成するコンソーシアムと随意契約

を行った。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

基幹系システム用負荷分散環境構築作業委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月２６日 

 

４ 履行期間 

契約締結日の翌日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区中堂寺南町１３４番地  

公共財団法人京都高度技術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，５５６，１２７円 

 

７ 契約内容 

本件は，基幹業務システムが稼動する冗長構成の仮想サーバに対するアクセス処理を分散させ，

高負荷時においてもパフォーマンスの低下がおこらないよう，ロードバランサーを用いた負荷分散

環境の構築を委託するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

負荷分散環境の構築を行うにあたっては，オープン化システムの稼動環境を熟知する者でなけれ

ば環境構築が難しいことから，これまでから稼動環境の整備を行ってきた公益財団法人京都高度技

術研究所に負荷分散環境の構築を委託したもの。 

 

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   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 

京都市マイナンバー連携システムに係るデータ標準レイアウト改版対応業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月２０日 

 

４ 履行期間 

契約締結日の翌日から平成３０年７月末日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市マイナンバー連携システムに係るデータ標準レイアウト改版対応業務委託コンソーシアム 

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 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５４，３５１，０００円 

 

７ 契約内容 

データ標準レイアウトが平成３０年７月から変更されるため，新レイアウトに対応したシステム

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） 

本業務の対象とする京都市マイナンバー連携システムは，日本電気株式会社が構築したものであ

り，同社が著作権を有するソフトウェアを使用しなければ，システム設定，プログラム製造及び実

行を行うことができないため。 

 

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 

本業務の履行に当たっては，上記８の理由により，日本電気株式会社のほか，日本電気株式会社

のグループ企業の高度な専門技術及び知識を保持する要員を確保でき，日本電気株式会社が詳細な

技術の提供・ソフトウェアの使用を許諾している株式会社ソフィアの参加が必要である。しかし，

京都市個人情報保護条例の罰則規定は再委託先事業者に適用されないことから，平成２８年１０月

「電子計算機による事務処理等の契約に係るガイドライン」に基づき，日本電気株式会社と株式会

社ソフィアから構成されるコンソーシアムを契約の相手方とした。 



 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

大型汎用コンピュータのオープン化に係る税システム（オンライン処理）設計・開発等業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２８年３月３０日 

（変更後）平成３０年３月２７日 

 

４ 履行期間 

平成２８年３月３０日～平成３３年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区新橋６－１９－１３ 

株式会社ＤＴＳ 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）３９７，４４０，０００円 

（変更後）４１６，７７２，０００円 

 

７ 契約内容 

大型汎用コンピュータのオープン化に伴う作業のうち，税システム（オンライン処理）の設計・

開発等に係る業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

大型汎用コンピュータのオープン化事業における一括処理システムの開発事業者との契約解除及

びオープン化事業の再構築に伴い，平成２９年度に実施する予定であった作業を平成３２年度に実

施することから，契約期間の延長及び契約額の変更（平成２９年度の支払額の減額及び平成３２年

度支払額の設定）を行う必要があったため。 

 

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１１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 

当初契約の際，入札を行った結果，落札者がいなかったため，参加表明を行った事業者に対し，

改めて現行仕様書での受託の意思を確認したところ，無効となった株式会社ＤＴＳが受託の意思を

示したため。 

 



11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

大型汎用コンピュータのオープン化に係る住民基本台帳システム（オンライン処理）設計・開発

等業務委託 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２８年７月７日 

（変更後）平成３０年３月２７日 

 

４ 履行期間 

平成２８年７月７日～平成３３年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市右京区西院坤町５３番地 

株式会社アルバス 

 

６ 契約金額（税込み） 

３２２，５２０，４００円 

 

７ 契約内容 

大型汎用コンピュータのオープン化に伴う作業のうち，住民基本台帳システム（オンライン処理）

の設計・開発等に係る業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

大型汎用コンピュータのオープン化事業における一括処理システムの開発事業者との契約解除及

びオープン化事業の再構築に伴い，平成２９年度に実施する予定であった作業を平成３２年度に実

施することから，契約期間の延長及び契約額の変更（平成２９年度の支払額の減額及び平成３２年

度支払額の設定）を行う必要があったため。 

 

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１１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 

当初契約の際，平成２８年２月２６日に入札を行ったが，参加事業者４社全てが辞退し，不成立

となった。開札後，参加事業者に辞退理由及び受託の意思について聴取したが，体制の構築，期間，

業務知見等の問題から受託できず，また，見積書の提出も困難とのことであった。  

そのため，福祉系システムの受託事業者に受託の意思を確認したところ，５社中２社が受託の意



思を示したことから，見積り合わせを行い，その結果株式会社アルバスの価格が低かったため。 

 

11 その他 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

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 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年４月１日 

（変更後）平成３０年１月３１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日～平成３０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） 

２９８，３４０，８２０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，業務システ

ムの開発の効率化，適正化を図るために作成している開発標準及び共通部品の保守，事業者が作成

する各成果物が開発標準に適合しているかの確認作業の支援及び成果物確認用の環境等の維持管理

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） 

オープン化事業の再構築に伴い，平成３０年４月以降も，システム開発を行うこととなったため，

開発に必要なサーバ環境を引き続き維持するとともに，オンラインデータの移行に必要となる，共

通プログラム作成に係る要件定義等の作業を行うため。 

 

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１１条第１項第２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 

本業務は，各業務システム開発事業者からの，技術面での問合せの対応や，各業務システム開発

業務の成果物の確認等の業務を行うものであり，本業務を限られた期間内に，安全かつ効率的に行

うとともに，開発事業者への的確な指示及び確認を行うためには，現在の開発標準（プログラム作

成規約等）及び作成する共通プログラム，これまでの本市のオープン化に係る検討状況や取組を熟



知している必要がある。 

これらの条件を満たす者は，平成２６年度に現在の開発標準の作成を受託し，平成２７年度，平

成２８年度において本業務を受託している公益財団法人京都高度技術研究所しかないため。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

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 

 

２ 担当所属名 

総合企画局情報化推進室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年４月１日 

（変更後）平成３０年１月３１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都中央区晴海１丁目８番１０号 晴海トリトンスクエアタワーＸ１４階 

ピースミール・テクノロジー株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２５，９２０，０００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，各業務シス

テムの開発等の進捗管理，品質管理等の作業についての本市職員への支援等に係る業務委託 

  

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

一括処理システムの開発事業者との契約解除及びオープン化事業の再構築に伴い，平成３０年４

月から，新たな事業者により一括処理システムの開発を行うことから，オンラインシステムを含め

た全体の作業スケジュールの見直し，一括処理システムの開発事業者決定後速やかに実施するプロ

ジェクト共通の運用ルール等に係る説明会の準備，一括処理システム開発に係る実施計画策定のた

めの打合せ準備などを実施する必要があったため。 

 

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１１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 

本業務は，各事業者の開発作業の進捗や品質管理の状況等の管理を支援するものであり，これま

でから，専門的な能力を有する事業者に本業務を委託しているところである。 

本業務を限られた期間内に，安全かつ効率的に行うとともに，開発事業者への的確な指示及び確

認を行うためには，本市のオープン化事業における開発の進め方，品質管理基準，これまでの本市



のオープン化に係る検討状況や取組内容を熟知しているほか，政令市での基幹系システム開発の工

程管理の知見を有している必要がある。 

これらの条件を満たす者は，平成２７年度，平成２８年度と工程管理支援等業務を受託している，

ピースミール・テクノロジー株式会社しかないため。 

 

11 その他 


