
（令和２年３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 学校教育課

大阪府北区梅田2丁目5番25号
三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング㈱大阪
常務執行役員　篠田晴行

木津川市立小中学校及び幼稚
園空調設備整備ＰＦＩ事業モ
ニタリング支援業務
（1-学委-9）

役務
事業者が要求水準を満たして
いる事を確認するモニタリン
グの支援業務

平成31年4月11日
～

令和2年3月31日
5,508,000 5,713,000

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業者選定についてはＰＦＩ空調事業のアドバイザ
リー業務の業者を選定。

2 学校教育課
京都府木津川市梅谷身増25番地
山田鉄工所
代表者　山田英之

南加茂台小学校プールろ過配
管漏水修繕工事
（1-学修-30）

建築
プールろ過配管からの漏水修
繕

平成31年4月17日
～

平成31年年6月14日
2,916,000 2,571,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による。
②「平成31年度緊急工事発注の取扱いについて」に
より業者を選定。

3 学校教育課
大阪市鶴見区鶴見6丁目9番26号
光伸㈱
代表取締役社長　川﨑義徳

泉川中学校プールろ過装置取
替工事
（1-学修-1）

機械器具設
置

プールろ過装置取替え
平成31年4月15日

～
平成31年6月28日

4,989,600 5,292,000

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泉川中学校のプールろ過装置の清掃点検業務の受
注者であり、機器について精通している者を選定。

4 学校教育課
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

木津中学校プールろ過装置取
替工事
（1-学修-2）

機械器具設
置

プールろ過装置取替え
平成31年4月12日

～
平成31年6月28日

6,123,600 8,433,000

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木津中学校のプールろ過装置の清掃点検業務の受
注者であり、機器について精通している者を選定。

5 学校教育課

京都府木津川市加茂町里西大間
田16
加茂設備工事業協同組合
代表理事　大塚義博

泉川中学校揚水ポンプ取替工
事
（1-学修-24）

機械器具設
置

揚水ポンプの取替え
平成31年4月11日

～
令和1年8月30日

2,458,836 3,073,000

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「平成31年度緊急工事発注の取扱いについて」に
より業者を選定。

6 学校教育課

京都府木津川市加茂町里西大間
田16
加茂設備工事業協同組合
代表理事　大塚義博

加茂小学校揚水ポンプ取替え
工事
（1-学修-22）

機械器具設
置

揚水ポンプの取替え
平成31年4月11日

～
令和元年8月30日

1,952,532 2,307,312

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「平成31年度緊急工事発注の取扱いについて」に
より業者を選定。

7 学校教育課
京都府木津川市梅谷身増25番地
山田鉄工所
代表者　山田英之

木津小学校南校舎・西便所棟
外壁モルタル打診調査
（1-学修-48）

建築

外壁にモルタル下地仕上げが
施工され、過去に補修を実施
していない建屋を専門業者に
よる打診調査

令和元年7月12日
～

令和元年8月30日
1,954,800 1,954,800

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「平成31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）

令和元年度　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



（令和２年３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

別記様式第６号（第３条関係）

令和元年度　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

8 学校教育課

京都府木津川市加茂町駅西1-4-
10
羽田建設
代表者　羽田雅道

相楽小学校北校舎・南校舎外
壁モルタル打診調査
（1-学修-49）

建築

外壁にモルタル下地仕上げが
施工され、過去に補修を実施
していない建屋を専門業者に
よる打診調査

令和元年7月16日
～

令和元年8月30日
2,157,580 2,157,580

①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。
②「平成31年度緊急工事発注の取扱いについて」に
より業者を選定。

9 学校教育課
京都府木津川市梅谷身増25番地
山田鉄工所
代表者　山田英之

木津小学校北校舎外壁復旧工
事
（1-学修-56）

建築

外壁にモルタル下地仕上げが
施工され、過去に補修を実施
していない建屋を専門業者に
よる打診調査し、撤去箇所に
ついて夏休み期間中に復旧。

令和元年7月22日
～

令和元年9月13日
4,104,000 4,104,000

①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。
②「平成31年度緊急工事発注の取扱いについて」に
より業者を選定。

10 学校教育課
京都府木津川市梅谷身増25番地
山田鉄工所
代表者　山田英之

木津小学校南校舎・西便所棟
外壁モルタル修繕工事
（1-学修-60）

建築

外壁にモルタル下地仕上げが
施工され、過去に補修を実施
していない建屋を専門業者に
よる打診調査し、危険箇所に
ついて夏休み期間中に修繕。

令和元年8月2日
～

令和元年9月30日
2,678,400 2,678,400

①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。
②「平成31年度緊急工事発注の取扱いについて」に
より業者を選定。

11 学校教育課

京都府木津川市山城町綺田南河
原36番地15
矢島工建
代表者　矢島　暖

相楽幼稚園園舎外壁モルタル
修繕工事
（1-学修-61）

建築

外壁にモルタル下地仕上げが
施工され、過去に補修を実施
していない建屋を専門業者に
よる打診調査し、危険箇所に
ついて夏休み期間中に復旧。

令和元年8月5日
～

令和元年9月25日
3,336,120 3,336,120

①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。
②「平成31年度緊急工事発注の取扱いについて」に
より業者を選定。

12 学校教育課
京都府木津川市梅谷身増25番地
山田鉄工所
代表者　山田英之

木津小学校南校舎外壁モルタ
ルに係る通学路改修工事
（1-学修-62）

建築

外壁にモルタル下地仕上げが
施工され、過去に補修を実施
していない建屋を専門業者に
よる打診調査し、南校舎南側
ベランダの下を通る通学路の
安全を確保する必要。

令和元年8月2日
～

令和元年9月30日
2,970,000 2,970,000

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「平成31年度緊急工事発注の取扱いについて」に
より業者を選定。

13 学校教育課

京都府木津川市加茂町駅西1-4-
10
羽田建設
代表者　羽田雅道

相楽小学校北校舎・南校舎外
壁モルタル修繕工事
（1-学修-65）

建築

外壁にモルタル下地仕上げが
施工され、過去に補修を実施
していない建屋を専門業者に
よる打診調査し、危険箇所に
ついて修繕。

令和元年8月16日
～

令和元年10月31日
3,255,595 3,255,595

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「平成31年度緊急工事発注の取扱いについて」に
より業者を選定。

14 学校教育課
京都府宇治市宇治里尻62-3
㈱カンメン
代表取締役　井上　馨

小学校
受水槽高架水槽修繕工事
（1-学修-84）

建築

簡易専用水道検査及び小中学
校受水槽高架水槽清掃消毒等
業務において、指摘のあった
不良箇所の修繕

令和元年10月21日
～

令和2年1月31日
1,677,170 1,677,170

①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。
②本年度の小中学校受水槽高架水槽清掃消毒等業務
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。



（令和２年３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

別記様式第６号（第３条関係）

令和元年度　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

15 学校教育課 花喜商事社
泉川中学校管理備品（家具・
インテリア）
（1-学備-12）

物品
美術室椅子の購入（豊かな森
を育てる府民税市町村交付金
事業）

令和元年11月28日
～

令和2年3月31日
1,483,900 1,530,100

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意
契約

16 学校教育課 花喜商事社
木津第二中学校管理備品（家
具・インテリア）
（1-学備-11）

物品
美術室机の購入（豊かな森を
育てる府民税市町村交付金事
業）

令和元年11月28日
～

令和2年3月31日
2,926,000 3,111,900

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意
契約

17 学校教育課
中間貯蔵・環境安全事業㈱
北九州PCB事業所

ポリ塩化ビフェニル廃棄物
（特別管理産業廃棄物）処理
業務委託（１－学委ー１８）

役務
高濃度ポリ塩化ビフェニル
（PCB）廃棄物の処理業務

令和元年7月8日
～

令和2年3月31日
507,892 507,892

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

18 学校教育課 ㈱八州　京都営業所
木津川市立小中学校トイレ洋
式化工事設計業務
（1-学委-23）

役務
小中学校のトイレ洋式化等に
係る設計業務

令和元年12月16日
～

令和2年3月31日
6,809,000 16,915,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第7号により随意
契約

19 学校教育課 ㈱尾形電気工事
小学校消防用設備修繕工事
（1-学修-89）

建築 消防用設備の修繕
令和元年12月20日

～
令和2年1月31日

1,375,000 1,375,000
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

20 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

平成31年4月1日～
　 令和2年3月31日
（平成29年4月1日～
平成34年3月31日）

640,920
(3,175,200)

640,920
(3,175,200)

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。

21 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
30-教社委-4

役務委託 施設の管理運営業務
平成31年4月1日

～
令和2年3月31日

2,029,580 2,029,580

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。



（令和２年３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

別記様式第６号（第３条関係）

令和元年度　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

22 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

平成31年4月1日
～

平成31年5月31日

書籍定価に
２％相当額
を加えた額

2,010,000
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。

23 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
31-図書-1

物品 市立図書館の図書購入
令和元年6月1日

～
令和2年3月31日

書籍定価に
２％相当額
を加えた額

10,050,000
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。

24 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

平成31年4月1日～
平成32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。

25 社会教育課
木津川市木津川端16番地3
宮城建設株式会社
代表取締役　宮城　健

加茂グラウンド除草及び蔦刈
り業務

役務委託
加茂グラウンド除草及び蔦刈
り業務

令和元年6月10日～
令和2年3月31日

990,000 1,263,600
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、複数業者から見積徴取を行
い、最安価業者と契約を締結した。

26 社会教育課
木津川市木津川端16番地3
宮城建設株式会社
代表取締役　宮城　健

山城コミュニティ運動広場除
草業務

役務委託
山城コミュニティ運動広場除
草業務

令和元年6月10日～
令和2年3月31日

1,155,000 1,501,200
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、複数業者から見積徴取を行
い、最安価業者と契約を締結した。

27 社会教育課
木津川市木津南後背31
株式会社東海林鉄工
代表取締役　東海林　茂

城址公園除草業務 役務委託 城址公園除草業務
令和元年6月11日～
令和元年9月30日

540,000 637,200
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、複数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 社会教育課

大阪市城東区新喜多一丁目１番
３号

株式会社平和観光
代表取締役　原郷　文美

木津川市生きがい大学社会見
学業務

役務委託
高齢者事業の事業委託（館外
研修委託）

令和元年7月24日
～

令和2年2月28日
1,980,720 2,623,320

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、複数の旅行企画業者から見積
徴取を行い、最安価業者と契約を締結した。



（令和２年３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

別記様式第６号（第３条関係）

令和元年度　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

29 社会教育課

大阪市鶴見区横堤４丁目２４番
８号
株式会社運動施設
代表取締役　佐々木保和

上狛駅東公園テニスコート照
明点灯盤改修工事

工事
機械器具

上狛駅東公園テニスコート照
明点灯盤改修工事

令和元年１１月２１日
～

令和２年１月３１日
1,848,000 1,848,000

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、上狛駅東公園テニスコートの
改修工事の施工業者で、現場に精通し迅速な対応が見
込まれる業者と契約を締結した。

30 社会教育課

京都府北区北野下白梅町８０番
地
株式会社　萩本建築設計事務所
代表取締役　萩本　暁

小谷下教育集会所解体及び跡
地整備工事設計業務
１ー教社委ー５６

建築コンサ
ルタント

解体工事設計業務一式、跡地
整備工事設計業務一式

令和元年９月１０日
～

令和２年３月３１日
3,654,200 3,668,500

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号及び第
８号により随意契約とし、本業務履行場所の近隣で他
の業務を受注されており、迅速な対応が見込まれるた
め契約を締結した。

31 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

令和元年度木津川市生きがい
大学閉講式講師派遣等業務委
託

役務委託
生きがい大学開講式講師派遣
等業務

令和元年１２月２６日
～

令和２年２月７日
660,000 660,000

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、アスピアやましろの指定管理
者であり、現場に精通し迅速な対応が見込まれるため
契約を締結した。

32 こども宝課
森菊鉄工
森菊鉄鋼

木津子育て支援センター新設
工事

役務 子育て支援センター新設工事
令和２年３月２日

～
令和２年３月１９日

1,260,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号の規定
により契約する。

33 文化財保護課

京都府福知山篠尾新町３丁目１
１３　コーポレートハウス吉晃
２０１
大阪エンジニアリング株式会社
京都支店　支店長　伊波克己

史跡恭仁宮跡公有化事業に係
る移転補償鑑定業務
（１－教文委ー２１）

役務
史跡恭仁宮跡公有化事業に係
る移転補償鑑定業務

令和元年6月７日～令和元年
11月１日

1,507,000 1,617,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

34 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平成31
年度工事設計施工管理
1-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

平成31年4月15日～平成32年3
月31日

1,705,000 1,791,900 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

35 文化財保護課
奈良県生駒市谷田町362番地
山本瓦工業株式会社
代表取締役　山本　健二

史跡高麗寺跡整備事業平成31
年度復元瓦製作
31-教文委-17

委託
史跡高麗寺跡整備事業
瓦積基壇復元用瓦の製作

平成31年4月19日～平成31年9
月30日

4,099,680 4,134,240 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



（令和２年３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

別記様式第６号（第３条関係）

令和元年度　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

36 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

史跡高麗寺跡整備工事(金堂
跡)
1-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

平成31年4月25日～平成32年3
月31日

18,370,000 18,590,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

37 文化財保護課
大阪市中央区北浜1丁目1番21号
株式会社都市景観設計
代表取締役　奥村　信一

史跡恭仁宮跡DVD改訂業務
1-教文委-23

委託 史跡恭仁宮跡DVDの改訂
令和元年6月14日～令和2年3

月31日
819,500 858,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

38 文化財保護課

京都府木津川市山城町平尾東古
川２
藤原製材株式会社　代表取締役
藤原　久博

史跡椿井大塚山古墳法面保護
工調査設計（三階21番）業務

委託
史跡地内法面の地質調査及び
法面保護工の基本設計業務

令和元年10月15日
～

令和元年11月29日
715,000 715,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

39 文化財保護課
兵庫県西宮市すみれ台3丁目1番
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地質土質
調査等業務

委託 史跡地内法面の地質調査
令和元年10月15日

～
令和2年3月31日

781,000 785,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

40 学校教育課

京都府木津川市山城町綺田南河
原36番地15
矢島工建
代表者　矢島　暖

州見台小学校
普通教室等庇
コーキング打替工事

建築 庇のコーキング打替え
令和元年12月19日

～
令和２年1月31日

1,650,000 1,650,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第５号


