
001 平成29年05月19日
京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事監理業務委託
ただし，建築及び設備工事監理業務委託

（当　初）206,820,000円
（変更後）251,675,800円

行財政局総務部庁舎管
理課

㈱日建設計
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第６号

002 平成29年03月24日
京都市新庁舎整備事業に伴う設計業務委託
ただし，建築及び設備設計意図伝達等業務委託

（当　初）143,974,800円
（変更後）212,041,700円

行財政局総務部庁舎管
理課

㈱日建設計
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

003 令和3年03月26日 京都市人事給与/庶務事務システム　住居手当制度改正 12,223,200 
行財政局総務部総務事
務センター

日本電気㈱
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

004 令和3年01月07日 京都市防災情報システム機能拡張業務委託 11,682,000 
行財政局防災危機管理
室

西日本電信電話㈱
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

005 令和3年02月04日 災害用備蓄物資（飲料水）の購入 10,562,400 
行財政局防災危機管理
室

京都市上下水道局
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

006 令和2年05月01日 在宅勤務用モバイルルータの購入
（当　初）12,255,815円
（変更前）25,565,815円
（変更後）25,707,715円

行財政局人事部人事課 ㈱インターネットイニシアティブ
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号

007 令和2年06月01日 本市職員向け在宅勤務実施に係る運用業務委託
（当　初）4,474,800円
（変更後）7,605,400円

行財政局人事部人事課 アライドテレシス㈱
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

008 令和2年06月09日 令和２年度定型業務の自動化に向けたＲＰＡ導入業務
（当　初）15,950,000円
（変更後）17,270,000円

行財政局人事部人事課 西日本電信電話㈱
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

009 令和2年10月22日 令和２年度出水（２－５）都市再生地籍調査業務委託（２項委託） 3,960,000 
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

010 令和2年10月01日 令和２年度京都市電子入札システム保守管理業務委託（下期） 19,481,000 行財政局財政部契約課
令和２年度京都市電子入札システ
ム保守管理業務（下期）複数事業
者連合体

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

011 令和2年10月01日 ワンストップ特例通知の電子化に伴う課税支援システム改修 15,841,078 行財政局税務部税制課
ワンストップ特例通知の電子化に
伴う課税支援システム改修コン
ソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

012 令和2年10月01日 京都市個人市・府民税課税支援システム等の税制改正に伴う改修業務 37,226,134 行財政局税務部税制課
京都市個人市・府民税課税支援シ
ステム等の税制改正に伴う改修業
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2号

013 令和2年10月26日 税臨時窓口レイアウト変更等に伴う税務オンラインシステム移設等業務 11,400,554 行財政局税務部税制課
税臨時窓口レイアウト変更等に伴
う税務オンラインシステム移設等
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

014 令和3年01月01日
京都市税務オンラインシステム及び京都市個人市・府民税課税支援シス
テム端末機器等賃貸借業務

11,566,566 行財政局税務部税制課

京都市税務オンラインシステム及び
京都市個人市・府民税課税支援シス
テム端末機器等賃貸借業務委託コン
ソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

015 令和3年02月03日
令和３年度当初課税固定資産税・都市計画税（土地・家屋）の納税通知
書作成等に係る業務委託

27,924,083 
行財政局税務部資産税
課

トッパン・フォームズ㈱
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

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
契約金額（税込）

随意契約一覧表

（単位：円）

016 令和2年12月07日 京都市市税事務所電算データ入力等業務委託 29,000,000 
行財政局市税事務所
納税室納税推進担当

㈱キャリアパワー
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事監理業務委託 

ただし，建築及び設備工事監理業務委託 

 

２ 担当所属名 

行財政局総務部庁舎管理課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年５月１９日 

  （変更後）令和２年１０月１２日 

 

４ 履行期間 

（当 初）契約締結日の翌日から令和２年１１月３０日まで 

  （変更後）契約締結日の翌日から令和３年８月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市中央区高麗橋四丁目６番２号 

株式会社日建設計 大阪オフィス 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）２０６，８２０，０００円 

（変更後）２５１，６７５，８００円 

 

７ 契約内容 

  京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事について，工事と設計図書を照合し，設計

図書のとおりに実施されているかを確認するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事を進める中で，想定外の地中障害物の存在

が判明し，その対応に伴い工程を見直し，工期を延長したため。 

 

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６号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本業務には，新庁舎整備事業に係る知識等及び取得に１年程度要するとされる免震レトロフィッ

ト工事に関する知識が不可欠であるが，契約者は同知識等を既に有しているため，所要の期限内に

所要の成果を得られる見込みであるため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市新庁舎整備事業に伴う設計業務委託 

ただし，建築及び設備設計意図伝達等業務委託 

 

２ 担当所属名 

行財政局総務部庁舎管理課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年３月２４日 

  （変更後）令和２年１０月１２日 

 

４ 履行期間 

（当 初）契約締結日の翌日から令和２年１１月３０日 

  （変更後）契約締結日の翌日から令和３年８月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市中央区高麗橋四丁目６番２号 

株式会社日建設計 大阪オフィス  

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１４３，９７４，８００円 

（変更後）２１２，０４１，７００円 

 

７ 契約内容 

京都市新庁舎整備事業に伴う工事施工に際して，設計者が設計意図を正確に伝えるため，成果図

書に基づき，質疑応答，説明，工事材料，設備機器等の選定に関する検討，助言等を行うもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事を進める中で，想定外の地中障害物の存在

が判明し，その対応に伴い工程を見直し，工期を延長したため。 

 

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 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

京都市人事給与/庶務事務システム 住居手当制度改正 

 

２ 担当所属名 

行財政局総務部総務事務センター 

 

３ 契約締結日 

令和３年３月２６日 

 

４ 履行期間 

契約日から令和３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 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，２２３，２００円 

 

７ 契約内容 

令和３年度住居手当の制度改正により，住居手当の計算について変更が生じたため人事給与シス

テム及び庶務事務システムの改修を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

人事給与システム及び庶務事務システムは，日本電気株式会社が本市との綿密な協議を重ねて開

発したものであり，本システムについて新たに開発された部分に関する著作権は本市に帰属してい

るが，日本電気株式会社が従前から権利を有する部分に関する著作権については，同社に帰属して

いる。 

本件委託の内容には，同社に著作権が帰属している部分についてのシステム改修が多く含まれて

おり，改修を迅速かつ正確に実施することができる特殊技術は，当システムを設計開発し，一部著

作権が帰属する日本電気株式会社のみが有しており，他の業者ではシステムを改修することは不可

能である。 

 

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 

京都市防災情報システム機能拡張業務委託 

 

２ 担当所属名 

行財政局防災危機管理室 

 

３ 契約締結日 

令和３年１月７日 

 

４ 履行期間 

契約日の翌日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区烏丸三条上ル場之町604 

西日本電信電話株式会社 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，６８２，０００円 

 

７ 契約内容 

他のシステムとの連携機能追加，避難所管理機能の強化及び雨量データ取扱い修正 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

防災情報システム及びオペレーションシステムは西日本電信電話株式会社が構築し， 

そのシステム詳細，ネットワーク構成等については，一般公開しておらず改修業務を 

他者が行うのは困難なうえ，システム改修業者と保守業者の責任区分が不明確となり， 

システム障害等が発生した場合の障害対応が困難になるなど，契約の目的を達成でき 

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   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 

災害用備蓄物資（飲料水）の購入 

 

２ 担当所属名 

行財政局防災危機管理室 

 

３ 契約締結日 

令和３年２月４日 

 

４ 履行期間 

令和３年２月２６日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区東九条東山王町１２番地 

京都市上下水道局 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，５６２，４００円 

 

７ 契約内容 

災害用備蓄飲料水「京のかがやき 疏水物語」の購入 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

災害用備蓄飲料水である「京のかがやき 疏水物語」は，市民に対する飲料水備蓄の啓発，災害

に備えた家庭や地域における飲料水の確保及び安心安全でおいしい水道水のＰＲを目的として，上

下水道局がその製造及び販売を行っており，当該商品の市民への普及活動については，各局，区が

連携したオール京都市での取組を行っているところである。当該商品については，販売ルートが１

者に限定されており，競争入札によることが適当ではないことから，地方自治法施行令１６７条の

２第１項第２号に基づき，随意契約により購入する。 

 

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   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 

在宅勤務用モバイルルータの購入 

 

２ 担当所属名 

行財政局人事部人事課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年５月１日 

（変更前）令和２年７月１日 

（変更後）令和２年１０月１日 

 

４ 履行期間 

（当 初）令和２年５月２０日から令和２年５月３１日まで 

（変更前）令和２年５月２０日から令和２年１２月３１日まで 

（変更後）令和２年５月２０日から令和３年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区富士見２丁目１０番２号 

株式会社インターネットイニシアティブ 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１２，２５５，８１５円 

（変更前）２５，５６５，８１５円 

（変更後）２５，７０７，７１５円 

 

７ 契約内容 

新型コロナウイルス感染症対策として，在宅勤務を実施するにあたり，自宅での通信環境を構築

するためのモバイルルータの購入 

 
８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

新型コロナウイルス感染症の予防対策として，全国的に在宅勤務を促進することとされてお

り，在宅勤務で必要となるモバイルルータの需要が増加しているため，モバイルルータを取扱

う事業者においても，取引を停止しているか，調達出来る場合においても，本市の必要とする

台数を満たしていない状況である。 

本契約の相手方は，比較的低価格であり，本市の必要とする台数を短期間で納品することが

可能である。したがって，本市の要求する数量，価格，納期を全て満たすことが可能である唯

一の業者であることから，随意契約を締結する。 

 
 （変更契約に係る変更及び再変更理由） 

 在宅勤務の実施における通信回線利用料について，利用実績に基づき，契約内容を見直す必要



が生じたため。 

 
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５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 

本市職員向け在宅勤務実施に係る運用業務委託 

 

２ 担当所属名 

行財政局人事部人事課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年６月１日 

（変更後）令和３年２月４日 

 

４ 履行期間 

令和２年６月１日から令和３年３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本町２－５－７ 

アライドテレシス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）４，４７４，８００円 

（変更後）７，６０５，４００円 

 

７ 契約内容 

新型コロナウイルス感染症対策として，在宅勤務を実施するにあたり，本市職員が在宅勤務の実

施に必要な設定作業や保守・問い合わせ対応にあたり専門的な作業が必要となるため，専門的知識

を有した業者に委託するもの 

 
８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件業務は，在宅勤務用パソコンをイントラネット端末に準じた設定を行い運用・管理するもの

であり，在宅勤務の実施にあたり，職員が普段職場で使用しているイントラパソコンの設定を変更

する必要があることから，イントラネット端末の運用・保守業務を競争入札により受託しているア

ライドテレシス株式会社が本件業務を遂行できる唯一の相手方であることから，随意契約を締結す

る。 

 
 （変更契約に係る変更及び再変更理由） 

 新型コロナウイルス感染症における影響により，私物端末の遠隔操作に係るソフトウェアの導

入及び令和３年度に予定される人事異動等に係る作業を令和２年度中に実施することから契約金

額を見直す必要が生じたため。 

 
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 

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 

令和２年度 定型業務の自動化に向けた RPA 導入業務 

 
２ 担当所属名 

行財政局人事部人事課 

 
３ 契約締結日 

（当 初）令和２年６月９日 

（変更後）令和２年１２月２３日 

 
４ 履行期間 

令和２年６月１０日～令和３年３月３１日 

 
５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市中京区烏丸三条上ル場之町６０４ 

株式会社西日本電信電話株式会社 

  
６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１５，９５０，０００円 

（変更後）１７，２７０，０００円 

 
７ 契約内容 

 RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）ソフトウェア・実行プログラム等の提供

・保守及び RPA 操作研修の委託業務 

 
８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 本市業務には，定型的な作業が多く存在しており，その業務遂行に多くの時間を要している。

そこで RPA を導入することで，作業時間を削減し，行政事務の効率化と市民サービスの向上を

図ることを目的としている。 

 そのため，単に RPA ツールであれば何でも良いというわけではなく，多くのアプリケーショ

ンに対応できるか，多くの職員が容易に扱える操作性等が求められる。加えて，シナリオ作成に

係る研修体制，適切なセキュリティ対策が必要である。したがって，定型業務の自動化に向けた

RPA 導入業務については，価格競争である競争入札に適さず，操作性・セキュリティ対策等につ

いて，評価・審査できる公募型プロポーザルにて契約の相手方を選定する。 

 
 （変更契約に係る変更及び再変更理由） 

  本市で導入している RPA を扱うにあたり，必要な知識・技術を習得するための RPA 操作研

修の受講希望者を募集したところ，予定人数を大幅に上回る応募があった。 

 また，RPA は VBA やプログラミング等の素養がない限り，当該研修を受講することなく扱

うことは困難であり，また，早期に受講することにより業務効率化の効果が向上することが見

込める。 



 

 

  上記の点から，RPA 操作研修の追加開催を行うにあたり，契約金額を見直す必要が生じたた

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 

 令和２年度定型業務の自動化に向けた RPA 導入業務について，公募型プロポーザル方式 

にて書類の提出を求めたところ，株式会社西日本電信電話株式会社から提出を受け，評価要 

領に基づき，審査を行った結果，当該業者を選定した。 

 
11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度出水（２－５）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 

（当 初）令和２年１０月２２日 

（変更後）令和３年３月３１日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０月２３日から令和３年８月３１日まで 

 

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野小路東入魚屋町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 

 

６ 契約金額（税込み） 

３，９６０，０００円 

 

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，令和元年度Ｅ工程（一筆地調査），Ｆ

Ⅰ工程【細部図根測量】，ＦⅡ工程（一筆地測量）及びＧ工程（地積測定）に引き続きＨ工程（地籍

図・地籍簿の作成，閲覧，申し出に係る修正）を実施するもの。同法第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） 

当該業務は，令和元年度に実施した一筆地調査及び一筆地測量の成果を基に，地籍図及び地積簿

を作成し，閲覧及び申出による修正に供するもの。 

  公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会（以下「公嘱協会」という。）については

これまでから，当該地区内で一筆地調査業務を実施していることから，地籍調査票（一筆地調

査の成果）の内容に精通しており，また，現地の特性を把握し，土地所有者との信頼関係を構

築している。 
そのため，地籍簿等を効率的に取りまとめることができ，閲覧も円滑に実施できる。 
なお，他の事業者では既存の測量データや令和元年度の立会業務等に習熟しておらず，速や

かに当該業務を実施することができないため，Ｈ工程の業務を所要の期限内に取りまとめるこ

とが極めて困難であることから，公嘱協会が当該業務を確実に履行できる唯一の事業者となる。 
 

 

 



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   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 

令和２年度京都市電子入札システム保守管理業務委託（下期） 

 

２ 担当所属名 

行財政局財政部契約課 

 

３ 契約締結日 

令和２年１０月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０月１日から令和３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麸屋町西入立売東町１ 

  令和２年度京都市電子入札システム保守管理業務（下期）複数事業者連合体 

  代表者 富士通株式会社京都支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１９，４８１，０００円 

 

７ 契約内容 

電子入札システム一式の運用保守業務，システム改修保守業務，プロジェクト管理，オンサイト

ヘルプデスク業務，来庁入札システム保守及び障害時対応 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件業務委託は，次に掲げる理由により，契約の相手方が特定されるため，その性質又は目的が

競争入札に適しておらず，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１

１条第１項第１号に該当することから，令和２年度京都市電子入札システム保守管理業務（下期）

複数事業者連合体 代表者 富士通株式会社京都支社と随意契約を締結するもの。 

⑴ 運用保守業務 

  運用保守業務の対象は，本市の電子入札システムのために開発したソフトウエア及び機器であ

る。電子入札システムのソフトウエアは，システムの標準化を図る目的で，「電子入札コアシステ

ム開発コンソーシアム」により開発された電子入札コアシステムを基に，本市財務会計システム

と一体のものとして構築され，システム開発業者が独自に開発したもので，開発業者以外には公

開されていないプログラムによって構成されている。したがって，これらのすべてのシステムに

熟知していなければ，運用保守業務を履行することができず，業務の履行が可能な者は，電子入

札システムの開発業者である富士通株式会社他に限られる。 

⑵ システム改修・保守業務 

  システム改修・保守業務の対象は，運用保守業務の対象と同一である本市の電子入札システム

のために開発したソフトウエアである。本業務は，これらのソフトウエア等の改修作業を行わせ



るものである。したがって，業務の履行のためには，運用保守業務の履行の場合と同様に，現行

のソフトウエア等に関する詳細な技術情報が必要となる。これらのソフトウエア等は，システム

開発業者が独自に開発したもので，開発業者以外には公開されていないプログラムによって構成

されている。したがって，これらのすべてのシステムに熟知していなければ，システム改修・保

守業務を履行することができず，業務の履行が可能な者は，電子入札システムの開発業者である

富士通株式会社他に限られる。 

⑶ オンサイトヘルプデスク業務 

  オンサイトヘルプデスク業務については，運用保守業務の対象範囲，システム改修・保守の対

象範囲の両方を含んでおり，トラブルの発生時には全システムの動作に関する詳細な知識が必要

とされる。これらのシステム全般に関する知識を も豊富に有しているのは，電子入札システム

の開発業者である富士通株式会社他である。 

⑷ 来庁システム保守 

  来庁システム保守の対象は，本市の電子入札システムに参加するための専用端末を利用するた

めに開発したソフトウエアである。来庁入札システムのソフトウエアは，「電子入札コアシステム

開発コンソーシアム」により開発された電子入札コアシステムを基に，システム開発業者が独自

に開発したもので，開発業者以外には公開されていないプログラムによって構成されている。し

たがって，これらのすべてのシステムに熟知していなければ，保守業務を履行することができず，

業務の履行が可能な者は，来庁システムの開発業者である富士通株式会社他に限られる。  

⑸ 障害時対応 

システムにおける障害の発生時には，障害の状況の把握，原因の分析，原因箇所の特定，対処

方法の案出，障害復旧作業の実施を行うこととなる。電子入札システムは本市財務会計システム

と一体のものとして構築されており，障害の原因の分析及び原因箇所の特定の際には，財務会計

システムに関する詳細な知識又は技術情報が必要となる。本市財務会計システムに関する詳細な

技術情報は，財務会計システムの開発業者である富士通株式会社他のみが有しているため， も

迅速，かつ正確に原因分析を行うことができるのは，電子入札システム及び財務会計システムの

両方の開発業者である富士通株式会社他である。 

 

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 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

ワンストップ特例通知の電子化に伴う課税支援システム改修 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部税制課 

 

３ 契約締結日 

令和２年１０月１日 

 

４ 履行期間 

契約締結日の翌日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

ワンストップ特例通知の電子化に伴う課税支援システム改修コンソーシアム 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 

代表 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，８４１，０７８円 

 

７ 契約内容 

eLTAXを通じて全国の自治体から電子的に送付されたワンストップ特例通知データについて，京都

市個人市・府民税課税支援システムで取込みと電算処理が適切にできるよう対応するため，el-T 

Works及び課税支援システムを改修する。 

なお，紙媒体で送付されたワンストップ特例通知書についても，課税支援システムで対応できる

ように改修する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

改修対象とする課税支援システムは，本市が独自に開発を行ったものであり，これを日本電気株

式会社を代表とするコンソーシアムにおいて改修し続けており，改修部分を含め，その後の保守管

理についても同社を代表とするコンソーシアムが担っている。 

また，当該システムは，同社製の大型汎用コンピュータ（以下「ACOS」という。）が稼働する基

幹系ネットワーク内において稼働しており，ACOSやマイナンバー連携システムへのデータ連携等を

行っている。 

当該システムの改修に当たり，既存の当該システムのほか，連接するシステムに影響が生じぬよ

う，また，何らかの影響が生じた場合の責任区分があいまいにならぬよう，当該システムを改修す

ることができるのは，同社を代表とする当該コンソーシアムのみであることから，これを相手方と

して随意契約するものとする。 

 

 



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 

京都市個人市・府民税課税支援システム等の税制改正に伴う改修業務 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部税制課 

 

３ 契約締結日 

令和２年１０月１日 

 

４ 履行期間 

契約締結日の翌日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市個人市・府民税課税支援システム等の税制改正に伴う改修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 

代表 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

３７，２２６，１３４円 

 

７ 契約内容 

京都市個人市・府民税課税支援システム及びこれに係る周辺システム等について，令和3年度に行

われる税制改正に対応するための改修を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

改修対象とする課税支援システムは，本市が独自に開発を行ったものであるが，これを日本電気

株式会社を代表とするコンソーシアムにおいて改修し続けており，改修部分を含め，その後の保守

管理についても同社を代表とするコンソーシアムが担っている。 

また，当該システムは，同社製の大型汎用コンピュータ（以下「ACOS」という。）が稼働する基

幹系ネットワーク内において稼働しており，ACOSやマイナンバー連携システムへのデータ連携等を

行っている。このACOSやマイナンバー連携システムに関する詳細な技術情報は同社が有している。 

本業務委託契約においては，当該システムのほか，連接するシステムに影響が生じぬよう改修を

行わなければならないが，改修実績及び保守管理実績を持たない事業者が改修を行った場合，既契

約の役務により蓄積された知見や，連接するシステムの詳細な技術情報を有効に活用できないうえ

に，改修に伴う影響が生じた場合の責任区分があいまいになることから，システム総体の安定稼働

に著しい支障が生じるおそれがある。 

従って，契約の相手先が，当該コンソーシアムに特定されるため，これを相手方として随意契約

するものとする。 

 

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 

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 

税臨時窓口レイアウト変更等に伴う税務オンラインシステム移設等業務 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部税制課 

 

３ 契約締結日 

令和２年１０月２６日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０月２６日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

税臨時窓口レイアウト変更等に伴う税務オンラインシステム移設等業務コンソーシアム 

 （代表者） 

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 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，４００，５５４円 

 

７ 契約内容 

各区役所・支所税臨時窓口のレイアウト変更に伴う，税臨時窓口に設置している税務オンライン

システムの端末及びプリンタの移設等に係る業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務で移設の対象となる税務オンラインシステムについては，日本電気株式会社製の大型汎用

コンピュータであるＡＣＯＳシステムのハードウェア，ソフトウェアの各機能を使用し，京都市独

自のシステム開発を行い，運用を行ってきているものである。このＡＣＯＳシステムに関する詳細

な技術情報及びソフトウェアの著作権は日本電気株式会社が有している。 

  当該システムを各区役所・支所内で移設したうえで，正常に動作させるために必要な設定変更等

を行う本業務委託契約は，契約の相手先が特定されるため，随意契約を行った。 

  なお，本業務の履行に当たっては，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を許

諾するＮＥＣソリューションイノベータ株式会社と共同することで，また，税務オンラインシステ

ム端末の詳細な設置状況を把握しており，短期間での作業が対応可能なＮＥＣフィールディング株

式会社と共同することで，受託業務の履行が可能であるとの申出があった。 

このため，日本電気株式会社を代表とし，高度な専門技術及び知識を有する要員を確保でき，日

本電気株式会社とともに税務オンラインシステムの移設業務に従事した経験を有する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をメンバーとして構成される本

件コンソーシアムを契約の相手方として選定した。 



 

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 

京都市税務オンラインシステム及び京都市個人市・府民税課税支援システム端末機器等賃貸借業 

務 

 

２ 担当所属名 

行財政局税務部税制課 

 

３ 契約締結日 

令和３年１月１日 

 

４ 履行期間 

令和３年１月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市税務オンラインシステム及び京都市個人市・府民税課税支援システム端末機器等賃貸借業

務委託コンソーシアム 

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） 

１１，５６６，５６６円 

 

７ 契約内容 

税務オンラインシステム及び課税支援システム用端末機器を賃借する（保守を含む。）。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本市において大型汎用機を用いて電算処理を行っているシステムは日本電気株式会社製の大型汎

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

行われているものであり，動作保証のある機器等を接続して使用し，各種機能を正常に動作させな

ければ，ＡＣＯＳシステムの運用に支障が生じ，ひいては課税及び納税業務，各種税証明書発行，

通知書発行等が停止するなど，市民生活に多大な影響を与えることとなる。 

また，課税支援システムで利用する各機器は，ＡＣＯＳシステムの機能の一部である「税務オン

ラインシステム」とそのネットワークや動作環境等を共用することを前提としているため，正常に

動作させるための各種条件等は同じである。 

これらを踏まえ，既存システム等の機能を損なうことなく，安定的なシステムの稼働環境を構築

するため，ＡＣＯＳ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

をもつ各社から構成される「京都市税務オンラインシステム及び京都市個人市・府民税課税支援シ

ステム端末機器等賃貸借業務委託コンソーシアム」と随意契約を締結するものである。 

 



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 

令和３年度当初課税固定資産税・都市計画税（土地・家屋）の納税通知書作成等に係る業務委託 

 

２ 担当所属名 

  行財政局税務部資産税課 

 

３ 契約締結日 

令和３年２月３日 

 

 

４ 履行期間 

令和３年２月４日から令和３年３月３１日まで 

 

   

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 大同生命京都ビル６階  

トッパン・フォームズ株式会社 関西事業部第一営業本部京都営業所  

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，９２４，０８３円 

 

７ 契約内容 

⑴ 固定資産税等納税通知書に同封するしおりを作製 

⑵ 固定資産税・都市計画税（土地・家屋）の納税通知書，課税明細書及び納付書を印刷・印字

及び封入封緘 

⑶ 管轄郵便局及び京都市市税事務所への配送 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当委託業務は，個人情報の取扱いに係る安全性を確保した上で，約５３万通の固定資産税等納税

通知書を短期間で正確かつ確実に作成するとともに，納税者の方により固定資産税の制度等を理解

いただけるよう，しおりのデザインをより分かりやすいものにすることが必要であり，契約の相手

方の能力，技術，センス，経験に基づくノウハウ等により履行内容又は履行方法その他に顕著な差

異が現れるものであることから，入札に適さず，事業者の能力・提案を評価するプロポーザル方式

により，契約の相手方を選定することが適当であるため。 

 

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 

京都市市税事務所電算データ入力等業務委託 

 

２ 担当所属名 

行財政局市税事務所納税室納税推進担当 

 

３ 契約締結日 

令和２年１２月７日 

 

４ 履行期間 

令和３年１月４日から令和３年１２月２８日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市下京区塩小路通東塩小路町８４３－２ 日本生命京都ヤサカビル４階 

株式会社キャリアパワー 

 

６ 契約金額（税込み） 

２９，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

 ⑴ 準備業務 

  ア 業務設計及びマニュアルの作成等 

  イ 業務実施体制の構築 

  ウ 要員教育 

  エ 備品及び消耗品等の整備 

 ⑵ 運営業務 

  ア 軽自動車税データ入力等業務 

  イ 市税口座振替データ入力等業務 

 ⑶ 運営管理業務 

  ア 運営管理業務実施計画（組織，人員計画）の企画立案及び実績管理，リスク管理等並びに業

務全体の管理統制 

  イ 課題の把握と改善策の立案，実施 

  ウ 業務報告 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 本件委託により実施する軽自動車税課税データ入力及び口座振替データ入業務については，課税

ミスや振替ミスが許されない業務であることから，価格以外の要素（類似業務の実績，従事者のス

キル，コンプライアンスの徹底等）で契約業者を選定する必要がある。 

 よって，京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドラインに規定する随意契約を行うことができ

る基準（４）に該当することから，公募型プロポーザルを実施し，京都市市税事務所納税室電算デ



ータ入力等業務受託候補者選定委員会における選定結果により，株式会社キャリアパワーを随意契

約の相手方として選定した。 

 

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 


