
（令和２年５月３１日現在）

契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

1 社会教育課

大阪市阿倍野区阿倍野筋
1－1－43　あべのハルカス30Ｆ
東芝エレベータ（株）関西支社
支社長　小林 薫

東部交流会館エレベーター保
守点検業務
29-教社委-9

役務委託 施設の昇降機保守点検業務
令和２年４月１日

～
令和３年３月３１日

640,920 640,920
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により
随意契約とするもので、業者選定については竣工当初
から当該業務に携わり現場の状況等に精通している保
守点検業者を選定。

2 社会教育課

木津川市加茂町辻下垣外１６番
地
当尾の郷会館管理運営委員会
会長　前田　義之

当尾の郷会館管理運営業務
2-教社委-27

役務委託 施設の管理運営業務
令和２年４月１日

～
令和３年３月３１日

2,048,200 2,048,200

①地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規
定による。
②地元地域で管理運営をしてもらうことで、今後の拠
点づくりに繋がるものと考えるため、当尾の郷会館管
理組合と契約した。

3 社会教育課

京都府木津川市木津田中前40番
地1木津川市スポーツセンター
内
一般社団法人木津川市スポーツ
協会
代表理事　市川　孝司

木津川市民スポーツセンター
受付委託業務
2-教社委-24

役務委託
スポーツセンターの開閉館、
窓口、予約、環境維持業務

令和２年４月１日
～

令和３年３月３１日
2,748,900 2,770,900

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により
随意契約とするもので、市の社会体育施設の利用状況
や施策に精通しており、より利用者目線にたった円滑
な業務を進めることができるため契約を締結した。

4 社会教育課

埼玉県さいたま市浦和区仲町１
丁目１２番１号
日本環境マネジメント株式会社
代表取締役　片山　安茂

運動施設等受付業務委託
2-教社委-37

役務委託
社会体育施設及び加茂青少年
センターの利用申請の受付業
務

令和２年４月１日
～

令和３年３月３１日
1,006,000 1,006,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により
随意契約とするもので、加茂文化センターの指定管理
者であり、市の社会教育施設の利用状況や施策に精通
しており、円滑な業務を進めることができるため契約
を締結した。

5 社会教育課

京都府木津川市木津駅前一丁目
２２番地
株式会社　みつはし
代表取締役　光橋　通信

木津川市立図書館図書購入
物品 市立図書館の図書購入

令和２年4月1日
～

令和２年5月31日

書籍定価に
２％相当額
を加えた額

2,015,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号により
随意契約とするもので、昨年度の図書納入業者と同様
の契約内容で契約を締結した。

6 社会教育課

大阪府大阪市中央区城見一丁目
４番地２４号

ＮＥＣネクサソリューションズ
(株)
関西支社長　　藤井　明

木津川市図書館システム更新
業務一式

物品 木津川市立図書館更新業務

令和2年4月1日～
令和3年3月31日

 （平成31年3月1日～
　　平成36年2月29日）

  6,360,768
(31,803,840
)

  6,360,768
(31,803,840
)

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により
随意契約とするもので、プロポーザル方式により業者
選定を行い、契約を締結した。

7 学校教育課

奈良県奈良市西大寺北町3丁目
2-21
廣瀬電気設備管理事務所　廣瀬
昇市郎

電気設備保守点検業務委託 役務
第一学校給食センターにおけ
る電気設備保守点検業務

令和2年4月1日
～

令和3年3月31日
（令和2年4月1日～令和7年3

月31日）

785,400 897,600
業者選定については要件を満たす者が限られることか
ら、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随
意契約とする。

8 学校教育課

大阪府豊中市庄内西町５－１－
１９
株式会社ダイキアクシス　大阪
支店
支店長　野村　宗克

廃水処理施設管理業務委託 役務
第一学校給食センターにおけ
る廃水処理施設管理業務

令和2年4月1日
～

令和3年3月31日
（令和2年4月1日～令和7年3

月31日）

3,630,000 3,718,000
業者選定については要件を満たす者が限られることか
ら、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随
意契約とする。

9 学校教育課

京都府木津川市木津町西垣外３
２番地２
木津上下水道事業（同）
代表理事　佐々木孝夫

木津第二中学校揚水ポンプ取
替工事
（2-学修-1）

水道施設
揚水ポンプ取替
（小型多段階タービンポン
プ）

令和2年4月10日
～

令和2年6月30日
2,997,500 3,080,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による。
②「令和2年度緊急工事発注の取扱いについて」に
より業者を選定。

別記様式第６号（第３条関係）

令和２年度　随意契約結果＜教育部＞

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格



10 学校教育課

京都府八幡市下奈良野神２４番
地１
光伸㈱　京滋営業所
所長　野﨑純一

令和２年度小中学校プールろ
過装置保守点検業務委託
（2-学委-3）

役務委託
プールろ過装置保守点検
（フィルター式、相楽小ほか
１０校）

令和2年4月13日
～

令和2年10月30日
314,600 726,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。
②フィルター式ろ過装置の点検整備には、特別な知
識・技術を要することから、ろ過装置メーカーの代
理店により実施する必要があるため。

11 学校教育課

大阪府大阪市鶴見区鶴見６丁目
９番２６号
光伸㈱
代表取締役　川﨑義徳

加茂小学校プールろ過装置取
替工事
（2-学修-3）

機械器具
設置

プールろ過装置取替
（全自動珪藻土方式プールろ
過装置）

令和2年4月13日
～

令和2年6月30日
5,082,000 5,390,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による。
②前年度のプールろ過装置保守点検業者であり、現
場及び不良箇所を把握しておりかつ当該ろ過装置
メーカーの代理店であるため。

12 学校教育課

大阪府大阪市住吉区長居２丁目
５番１１号
ローレル㈱　大阪本社
代表者　牧野哲也

木津小学校プール手動5方弁・
ヘキャッチャー取替工事
（2-学修-4）

機械器具
設置

プール手動5方弁・ヘキャッ
チャー取替

令和2年4月13日
～

令和2年6月30日
1,012,000 1,353,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による。
②前年度のプールろ過装置保守点検業者であり、当
該校のプールろ過装置を熟知しており、工事材料を
迅速に調達することが可能であるため。

13 学校教育課

大阪府大阪市住吉区長居２丁目
５番１１号
ローレル㈱　大阪本社
代表者　牧野哲也

木津川台小学校プール吐出・
吸込バルブ取替え及び流量計
取付工事
（2-学修-6）

機械器具
設置

プール吐出・吸込バルブ取替
え及び流量計取付

令和2年4月13日
～

令和2年6月30日
1,265,000 1,619,200

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による。
②前年度のプールろ過装置保守点検業者であり、当
該校のプールろ過装置を熟知しており、工事材料を
迅速に調達することが可能であるため。

14 学校教育課
京都府八幡市川口東頭２８
㈱尾形電気工事
代表取締役　尾形勝治

泉川中学校消火用ポンプ取替
工事
（2-学修-2）

電気 消火用ポンプ取替
令和2年4月15日

～
令和2年7月31日

2,420,000 2,458,500

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による。
②前年度の小中学校消防用設備等保守点検業務の委
託業者であり現場及び不良箇所を把握しているた
め。

15 学校教育課

和歌山県紀の川市桃山町市場５
４７－３
チリ化成㈱
代表取締役　小川量也

小学校遊具ハザード改修工事
（2-学修-18）

造園
遊具ハザード改修

令和2年4月15日
～

令和2年8月31日
2,835,800 3,069,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。
②前年度の前年度の小中学校・幼稚園体育用具及び
遊具保守点検業務委託業者であり、当該校の修繕箇
所を把握・熟知しているため。

16 文化財保護課

大阪市中央区大手前１丁目4番
12号
株式会社空間文化開発機構
代表取締役　白石　健

史跡高麗寺跡整備事業令和2年
度工事設計施工管理
2-教文委-16

委託
史跡高麗寺跡整備事業実施設
計及び施工監理

令和2年4月20日～令和3年3月
31日

2,145,000 2,204,400 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

17 社会教育課

大阪市北区西天満４丁目１１番
２３号
丸茂電機㈱　大阪営業所
所長　松葉　博文

アスピアやましろ関数発生器
(F-72)修繕
2-教社-3

電気 舞台照明設備の修繕工事
令和２年４月２１日

～
令和２年５月１１日

2,530,000 2,530,000

①地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規
定による。
②舞台照明装置の一部の修繕であり既存の調光装置と
の調整が必要なため維持管理業者と契約した。

18 文化財保護課
奈良県葛城市西辻352-1
株式会社中造園
代表取締役　中　邦暁

令和2年度史跡高麗寺跡整備工
事
2-教文-1

土木工事
史跡高麗寺跡整備事業
金堂跡復元工事等

令和2年4月27日～令和3年3月
31日

14,797,200 15,114,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

19 社会教育課

大阪市中央区道修町４丁目５番
６号
㈱ダイセン
代表取締役　仙石　隆昭

加茂文化センター空調機器改
修工事
2-教社-5

電気 空調機器改修工事
令和２年５月　１日

～
令和２年６月１９日

4,026,000 4,026,000
①地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規
定による。
②市内業者等４者見積り。



20 文化財保護課

兵庫県西宮市すみれ台3丁目1番
地
有限会社太田ジオリサーチ
代表取締役　太田　英将

史跡椿井大塚山古墳斜面調査
設計業務委託
2-教文委-20

土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
史跡椿井大塚山古墳の地質調
査及び防災工事計画の策定

令和2年5月1日
～

令和3年5月31日
2,794,000 2,805,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
事業の継続性を考慮し前年度受託者を選定した。

21 文化財保護課

京都府宇治市木幡南山12番地
139
やましろ文化財株式会社
代表取締役　石山　淳

令和2年度木津川市内遺跡発掘
調査土砂掘削業務委託

委託
市内開発対応等に伴う埋蔵文
化財試掘確認調査の土砂掘削
委託

令和2年5月1日
～

令和3年3月31日
1,420,596 1,477,300

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき複数
社から見積徴取を行い、最も安価な業者を選定した。

22 文化財保護課

京都府宇治市木幡南山12番地
139
やましろ文化財株式会社
代表取締役　石山　淳

椿井大塚山古墳発掘調査土砂
掘削業務委託

委託
椿井大塚山古墳確認調査の土
砂掘削委託

令和2年5月11日
～

令和3年3月31日
1,509,180 1,617,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき複数
社から見積徴取を行い、最も安価な業者を選定した。

23 社会教育課

京都府木津川市山城町椿井伊賀
落２６－３
藤原商会
代表者　藤原　正秀

やすらぎタウン山城プールコ
インロッカー購入
2-教社整-2

家具・イン
テリア

コインロッカー　１０台
リストバンド　１００個

令和２年５月　９日
～

令和２年６月３０日
1,596,100 1,984,000

①地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規
定による。
②市内業者７者見積り

24 学校教育課

京都府木津川市木津川原田２３
－１０
ヤマダ電気工業所
代表者　山田昌宏

木津川台小学校放送室操作卓
等取替工事
（2-学修-29）

電気
放送室操作卓等取替
（PAM-133型アンプ）

令和2年5月13日
～

令和2年6月30日
1,760,000 2,123,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による。
②「令和2年度緊急工事発注の取扱いについて」に
より業者を選定。

25 学校教育課

京都府京都市下京区烏丸通五条
下ル大坂町３９１
㈱綜企画設計　京都支店
京都支店長　室谷章二

城山台小学校校舎増築工事
（Ⅰ期）監理業務
（2-学委-9）

建築ｺﾝｻﾙ
工事監理業務　一式
(RC造3階建て、
延べ面積3,016.92㎡)

令和2年5月27日
～

令和3年3月25日
14,795,000 35,385,900

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。
②城山台小学校校舎増築工事設計業務の受注者であ
り、設計内容を熟知している者を選定。

26 学校教育課
NECキャピタルソリューション
株式会社
京都営業所長　渡邊　祐史

可動式教育用コンピュータ整
備事業
２－教学ー９

物品購入
教育用コンピュータ機器及び
ソフトウェア等の賃貸借

令和２年６月１日
～

令和７年５月３１日
86,215,800 129,426,000

小・中学校の臨時休校期間中に双方向型オンライン通
信による助教把握のため、タブレット型PCを至急納
入・稼働させる必要があるため、地方自治法施行規則
第１６７条の２第１項第５号の規定に基づき随意契約
タブレット６００台

27 社会教育課

京都府木津川市木津駅前一丁目
２２番地
株式会社　みつはし
代表取締役　光橋　通信

木津川市立図書館図書購入
2-図書-1

物品 市立図書館の図書購入
令和2年6月1日

～
令和3年3月31日

書籍定価に
２％相当額
を加えた額

10,075,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により
随意契約とするもので、複数の図書取扱業者から見積
徴取を行い、最安価業者と契約を締結した。

28 学校教育課
NECキャピタルソリューション
株式会社
京都営業所長　渡邊　祐史

可動式教育用コンピュータ整
備事業
２－教学ー９

物品購入
教育用コンピュータ機器及び
ソフトウェア等の賃貸借

令和２年６月１日
～

令和７年５月３１日
86,215,800 129,426,000

小・中学校の臨時休校期間中に双方向型オンライン通
信による助教把握のため、タブレット型PCを至急納
入・稼働させる必要があるため、地方自治法施行規則
第１６７条の２第１項第５号の規定に基づき随意契約
タブレット６００台

29 学校教育課 アーツプラザ株式会社
令和２年度木津川市教育要覧
製作・印刷業務

役務 冊子作成
令和２年６月３日

～
令和２年８月２５日

169,400 222,750
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号に基づ
く随意契約



30 学校教育課
㈱みつはし
木津川市木津駅前一丁目２２
代表取締役　光橋　通信

２－教学ー１
小学校用クリアーファイル購
入

物品購入

クリアーファイル購入　各小
学校に学年別に色を替えて、
児童数に応じたクリアーファ
イルを購入し、キャリア・パ
スポート事業の目的で購入

令和２年６月４日
～

令和２年６月３０日
952,600 143,900

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により、早急
に物品を購入し配布する必要があったため、木津川市
文具登録業者の中から各校に納入実績のある業者で市
外業者を含め６社を選定した。

31 学校教育課
㈱みつはし
木津川市木津駅前一丁目２３
代表取締役　光橋　通信

２－教学ー５
小学校用クリアーファイル購
入

物品購入

クリアーファイル購入　各中
学校に学年別に色を替えて、
児童数に応じたクリアーファ
イルを購入し、キャリア・パ
スポート事業の目的で購入

令和２年６月４日
～

令和２年６月３０日
474,100 717,100

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により、早急
に物品を購入し配布する必要があったため、木津川市
文具登録業者の中から各校に納入実績のある業者で市
外業者を含め６社を選定した。

32 学校教育課
NECキャピタルソリューション
株式会社
京都営業所長　渡邊　祐史

可動式教育用コンピュータ整
備事業
２－教学ー９

物品購入
教育用コンピュータ機器及び
ソフトウェア等の賃貸借

令和２年６月１日
～

令和７年５月３１日
86,215,800 129,426,000

小・中学校の臨時休校期間中に双方向型オンライン通
信による助教把握のため、タブレット型PCを至急納
入・稼働させる必要があるため、地方自治法施行規則
第１６７条の２第１項第５号の規定に基づき随意契約
タブレット６００台


