
（令和４年３月１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

京都市伏見区竹田田中宮町１
５番地
株式会社中西製作所　京都営
業所
所長　堀田　敦志

厨房機器等購入 物品購入
食器用・食缶用・食器食缶
混載用コンテナ各1台及び天
吊り式消毒保管機1台

令和3年4月1日
～

令和3年4月8日
5,280,000 5,321,000

業者選定については、第一学校給食センターの厨
房機器等納入業者であり、また要件を満たす者が
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ものです。

2 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 施設の昇降機保守点検業務
令和3年4月1日

～
令和4年3月31日

646,800 646,800

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。

3 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
（3-教社委-26）

役務 施設の管理運営業務
令和3年4月1日

～
令和4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
郷会館管理運営委員会と契約した。

4 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
（3-教社委-36）

役務
スポーツセンターの開閉
館、窓口、予約、環境維持
業務

令和3年4月1日
～

令和4年3月31日
2,930,400 2,948,000

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、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。

5 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
（3-教社委-37）

役務
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3年4月1日
～

令和4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。

6 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3年4月1日
～

令和3年5月31日

書籍定価に
２％相当額
を加えた額

2,014,000
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。

別記様式第６号（第３条関係）

令和３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
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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３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

7 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3年4月1日～
令和4年3月31日

 （平成31年3月1日～
　　平成36年2月29日）      　

6,360,768
(31,803,84
0)

6,360,768
(31,803,84
0)

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。

8 文化財保護課
木津川市加茂町例幣登垣内24
瓶原まちづくり協議会
会長　松本　雅史

史跡恭仁宮跡（山城国分寺跡）
施設等維持管理業務
（3-教文委-5）

委託
史跡恭仁宮跡（山城国分寺跡）
の清掃・維持管理除草業務

令和3年4月1日
～

令和4年3月31日
1,534,000 1,534,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

9 文化財保護課 株式会社空間文化開発機構
史跡高麗寺跡整備事業　令和3年
度サイン製作設置施工監理業務

委託
史跡高麗寺跡整備事業に伴うサ
イン製作設置施工監理業務

令和3年4月13日
～

令和4年3月31日
2,640,000 2,700,500 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

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

小中学校プールろ過装置保守
点検業務（3-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3年4月14日
～

令和3年10月29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

木津川市相楽台7丁目丁目15-
18
日皆田建設㈱
代表取締役　松本幸夫

城山台小学校仮設出入口賃貸
借
（3-学備-1）

物品
仮設出入口（キャスター
ゲート・フェンスバリケー
ド・舗装）

令和3年4月14日
～

令和4年3月31日
990,000 1,480,600

①地方自治法施行令第167条の2第1項第3号によ
る。
②既設仮設の一部流用をすることで安価となり、
4月からスムーズな履行が可能なため、既設仮設
を設置した城山台小学校校舎増築工事（Ⅰ期）
（2-学-1）の受注者を選定。

12 学校教育課

大阪府大阪市西区土佐堀1丁目
3番7号
関西日立㈱
代表取締役　橋詰秀彦

高の原小学校北校舎空調機設
置工事
（3-学-2）

機器設置 空調機の設置（4室8台）
令和3年4月16日

～
令和3年6月30日

13,376,600 14,619,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号によ
る。
②PFI事業者であり、当該校の空調設備の原状を
把握しており、設計入札を省略できるため、期間
を短縮でき、かつ他社よりも安価での契約が見込
めるため。
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（令和４年３月１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３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

13 学校教育課

大阪府大阪市西区土佐堀1丁目
3番7号
関西日立㈱
代表取締役　橋詰秀彦

相楽台小学校空調機設置工事
（3-学-3）

機器設置 空調機の設置（1室2台）
令和3年4月16日

～
令和3年6月30日

2,197,800 2,442,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号によ
る。
②PFI事業者であり、当該校の空調設備の原状を
把握しており、設計入札を省略できるため、期間
を短縮でき、かつ他社よりも安価での契約が見込
めるため。

14 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　　

梅美台小学校プールろ材・ド
レン弁取替え工事
（3-学修-12）

機械器具
設置

ろ材交換、ドレン弁取替え
令和3年4月20日

～
令和3年5月31日

1,375,000 1,612,600

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
装置メーカーであるため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

15 学校教育課

京都府木津川市木津町西垣外
32-2                                       
木津上下水道事業協同組合　　　　　
代表理事　佐々木孝夫

木津第二中学校消火用ポンプ
取替え工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（3-学修-13）

機械器具
設置

消火用ポンプ取替え
令和3年4月20日

～
令和3年7月30日

2,420,000 2,847,900

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号によ
る。　
②当該地域の学校設備に精通している組合組織を
選定。

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

城山台小学校外部駐車場整備
工事                                     
（3-学-5）

土木

砂利舗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乗入れコンクリート　　　　　　　　　　　　　　　
区画線、車止め設置　　　　　　　　　　
防草シート

令和3年4月27日
～

令和3年6月30日
1,540,000 1,650,000

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3度緊急工事発注の取扱いについて」に
より業者を選定。

17 学校教育課

大阪市中央区上本町西５丁目
３番５号上六Fビル
木村工機株式会社　大阪営業
本部
本部長　登尾　公彦

空調設備部品交換 役務
空調設備の中性能フィルタ
の交換

令和3年5月6日
～

令和3年9月30日
1,579,600 1,579,600

業者選定については、令和2年度維持管理業務を
委託しており、また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ものです。

18 社会教育課
株式会社　おがわ建設
代表取締役　小川　忠

西部交流会館駐車場整備工事 土木

アスファルト舗装　A＝277㎡
インターロッキング
舗装撤去　　　　　　　一式
花壇撤去　　　　　　　一式
区画線工　　　　　　　一式
点字ブロック　　　　　一式

令和3年5月14日
～

令和3年6月30日
1,903,000 2,321,000

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。（緊急の必要により入札に付する
ことができないため）
②緊急工事発注業者１１者に見積りを徴取し決定
した。
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（令和４年３月１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３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

19 文化財保護課
京都市伏見区桃山町丹後20番地4
有限会社京都平安文化財
取締役　栗田　尚典

木津川市内遺跡発掘調査土砂掘
削業務
（3-教文委-12）

委託
市内遺跡開発に伴う試掘確認調
査の土砂掘削業務

令和3年5月17日
～

令和4年3月31日
1,533,875 1,534,500 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

20 社会教育課

京都府京都市中京区西ノ京池ノ内
町19番地11　御池ＫＳビル
（株）コム・キューブ　　
代表取締役　内田　清次

加茂文化センター空調設備改修
工事設計業務

役務
加茂文化センター空調設備改修
工事設計業務

令和3年5月19日～
令和3年8月31日

2,838,000 3,558,000

入札中止となったが、年度内工事竣工のため、地
方自治法施工令第１６７条の２第１項第８号によ
り随意契約。
中止した入札に応札した業者と随意契約とした。

21 文化財保護課
木津川市加茂町例幣登垣内24
瓶原まちづくり協議会
会長　松本　雅史

史跡恭仁宮跡（山城国分寺跡）
除草業務
3-教文委-13

委託 史跡恭仁宮跡公有地の除草業務
令和3年6月1日

～
令和3年11月30日

4,390,000 4,392,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

22 文化財保護課
木津川市加茂町例幣登垣内24
瓶原まちづくり協議会
会長　松本　雅史

史跡恭仁宮跡（山城国分寺跡）
花栽培業務
3-教文委-17

委託
史跡恭仁宮跡公有地でのコスモ
ス等花栽培業務

令和3年6月1日
～

令和3年12月28日
2,420,000 2,426,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

23 学校教育課

京都府木津川市山城町上狛鈴
畑１１－４
ワールドメンテナンス株式会
社
代表取締役　奥野　和則

木津川市立高の原小学校トイ
レ清掃業務（3-教学-28）

役務 学校トイレの清掃業務
令和3年6月14日

～
令和4年3月31日

689,700 1,043,900
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号
（緊急随契）及び第６号（入札不利）の規定によ
り、随意契約

24 学校教育課

京都府木津川市山城町上狛鈴
畑１１－４
ワールドメンテナンス株式会
社
代表取締役　奥野　和則

木津川市立相楽台小学校トイ
レ清掃業務（3-教学-30）

役務 学校トイレの清掃業務
令和3年6月14日

～
令和4年3月31日

217,800 330,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号
（緊急随契）及び第６号（入札不利）の規定によ
り、随意契約
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（令和４年３月１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３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

25 学校教育課

京都府木津川市山城町上狛鈴
畑１１－４
ワールドメンテナンス株式会
社
代表取締役　奥野　和則

木津川市立木津川台小学校ト
イレ清掃業務（3-教学-31）

役務 学校トイレの清掃業務
令和3年6月14日

～
令和4年3月31日

689,700 1,038,400
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号
（緊急随契）及び第６号（入札不利）の規定によ
り、随意契約

26 学校教育課

京都府木津川市山城町上狛鈴
畑１１－４
ワールドメンテナンス株式会
社
代表取締役　奥野　和則

木津川市立梅美台小学校トイ
レ清掃業務（3-教学-32）

役務 学校トイレの清掃業務
令和3年6月14日

～
令和4年3月31日

1,052,700 1,570,800
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号
（緊急随契）及び第６号（入札不利）の規定によ
り、随意契約

27 学校教育課

京都府木津川市山城町上狛鈴
畑１１－４
ワールドメンテナンス株式会
社
代表取締役　奥野　和則

木津川市立州見台小学校トイ
レ清掃業務（3-教学-33）

役務 学校トイレの清掃業務
令和3年6月14日

～
令和4年3月31日

508,200 770,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号
（緊急随契）及び第６号（入札不利）の規定によ
り、随意契約

28 学校教育課

京都府木津川市山城町上狛鈴
畑１１－４
ワールドメンテナンス株式会
社
代表取締役　奥野　和則

木津川市立城山台小学校トイ
レ清掃業務（3-教学-34）

役務 学校トイレの清掃業務
令和3年6月14日

～
令和4年3月31日

693,000 1,119,800
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号
（緊急随契）及び第６号（入札不利）の規定によ
り、随意契約

29 学校教育課

京都府木津川市山城町上狛鈴
畑１１－４
ワールドメンテナンス株式会
社
代表取締役　奥野　和則

木津川市立加茂小学校トイレ
清掃業務（3-教学-35）

役務 学校トイレの清掃業務
令和3年6月14日

～
令和4年3月31日

137,500 201,300
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号
（緊急随契）及び第６号（入札不利）の規定によ
り、随意契約

30 学校教育課

京都府木津川市山城町上狛鈴
畑１１－４
ワールドメンテナンス株式会
社
代表取締役　奥野　和則

木津川市立棚倉小学校トイレ
清掃業務（3-教学-36）

役務 学校トイレの清掃業務
令和3年6月14日

～
令和4年3月31日

508,200 753,500
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号
（緊急随契）及び第６号（入札不利）の規定によ
り、随意契約
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（令和４年３月１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３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

31 学校教育課

京都府木津川市山城町上狛鈴
畑１１－４
ワールドメンテナンス株式会
社
代表取締役　奥野　和則

木津川市立木津第二中学校ト
イレ清掃業務（3-教学-37）

役務 学校トイレの清掃業務
令和3年6月14日

～
令和4年3月31日

762,300 1,108,800
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号
（緊急随契）及び第６号（入札不利）の規定によ
り、随意契約

32 学校教育課

京都市南区上鳥羽藁田２６番
地１
株式会社アイホー　京都営業
所
所長　中村　伸司

第二学校給食センター厨房備
品
（3-木学給-19）

物品購入
パススルー冷蔵庫２台及び
超音波洗浄機

令和3年6月25日
～

令和3年8月31日
2,112,000 5,577,000

業者選定については、第二学校給食センターの厨
房機器等納入業者であり、また要件を満たす者が
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ものです。

33 学校教育課

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

城山台小学校第2体育館及び
児童クラブ3号館新築工事             
（3-学委-8）

建築ｺﾝｻﾙﾀﾝ
ﾄ

第2体育館（ひだまりホー
ル）・児童クラブ３号館新
築工事に係る工事監理

令和3年6月28日
～

令和4年3月25日
8,800,000 20,999,000

①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。
②「2-学委-12　城山台小学校校舎増築工事（Ⅱ
期）変更設計及び体育館増築工事設計業務」の受
注者であり、設計内容に精通している者を選定。

34 学校教育課

京都市南区上鳥羽藁田２６番
地１
株式会社アイホー　京都営業
所
所長　中村　伸司

（旧）木津学校給食センター
厨房機器等撤去工事

委託
（旧）木津学校給食セン
ターの厨房機器等の撤去

令和3年8月18日
～

令和3年10月29日
6,050,000 6,800,000

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ものです。

35 学校教育課

京都府木津川市木津町内垣外
125-5
株式会社佐々木設備
代表取締役　佐々木孝夫

木津小学校外部駐車場整備工
事
（3-学-14）

土木
砂利舗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乗入れコンクリート　　　　　　　　　　　　　　　
区画線、車止め設置　　　　　　　　　

令和3年10月4日
～

令和3年10月31日
1,397,000 1,551,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号及び第
7号による。
②「令和3度緊急工事発注の取扱いについて」に
より業者を選定。

36 学校教育課

京都府木津川市山城町椿井松
尾崎25番地
㈱ＹＫＳ
代表取締役　小嶋康彦

州見台小学校音楽室出窓雨漏
り修繕工事
（3-学修-62）

建築
シール打ち替え
足場設置

令和3年11月30日
～

令和4年3月31日
1,397,000 1,397,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第
5号による。
②雨漏りの原因調査を発注した業者を選定。
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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
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令和３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

37 学校教育課
東大阪市長田中3丁目5-44
㈱ライオン事務器大阪本店
店長　大曽根要

南加茂台小学校IPインターホ
ン整備工事
（3-学修-71）

機械器具   
設置

既設インターホンの撤去
IPインターホン新規設置・
設定

令和3年12月27日
～

令和4年2月28日
1,980,000 1,980,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第
6号による。
②市内小学校の校内LAN整備業者を選定。

38 学校教育課
京都府城陽市市辺五島84-2
ホリモク㈱
代表取締役　堀井誠二

木津中学校管理備品（美術室
作業台・木製丸椅子）
（3-学備-11）

物品
美術室作業台：9台
木製丸椅子：45台

令和3年10月4日
～

令和4年1月31日
1,757,800 2,029,500

①地方自治法施行令第167条の2第1項第8号によ
る。
②入札が不調となったため、入札時に応札した1
者を選定。

39 学校教育課

京都府木津川市木津町西垣外
12番地
一心堂
代表者　塚田高司

城山台小学校管理備品（アル
ミパイプ椅子）
（3-学備-20）

物品 アルミパイプ椅子：500脚
令和4年1月28日

～
令和4年3月31日

3,245,000 9,020,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号によ
る。
②（3-学備-13)の落札業者であり、かつ時価と比
較して有利な条件で購入できる業者を選定。

40 学校教育課

京都府木津川市山城町椿井伊
賀落26番地3
木津川学校空調サービス㈱
代表取締役　源　昇

木津小学校PFI空調機移設工
事（1期）
（3-学-11）

機器設置

空調機の移設工事
・仮設校舎5室10台
・東校舎1室2台
・北校舎3室6台
・旧山城給食センター4室8
台（保管）

令和3年9月15日
～

令和3年12月31日
26,400,000 26,400,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号によ
る。
②木津川市立小中学校及び幼稚園空調設備整備
PFI事業の受注者であり、内容に精通している者
を選定。

41 学校教育課

京都府木津川市山城町椿井伊
賀落26番地3
木津川学校空調サービス㈱
代表取締役　源　昇

相楽小学校PFI空調機移設工
事（1期）
（3-学-13）

機器設置

空調機の移設工事
・仮設校舎4室10台（移設）　　　　
・仮設2室4台（新設）
・南校舎1室2台（移設）
・北校舎2室4台
・旧保健室2室4台（保管）

令和3年11月8日
～

令和4年1月31日
20,900,000 20,900,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号によ
る。
②木津川市立小中学校及び幼稚園空調設備整備
PFI事業の受注者であり、内容に精通している者
を選定。

42 学校教育課

京都市下京区烏丸通五条下る
大坂町391
㈱綜企画設計　京都支店　　　　　　
京都支店長　三浦光寛

相楽小学校中校舎長寿命化改
修工事監理業務
（3-学委-17）

建築ｺﾝｻﾙﾀﾝ
ﾄ

相楽小学校中校舎長寿命化
改修工事監理業務に係る工
事監理

令和3年12月16日
～

令和4年8月12日
9,450,000 22,151,000

①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。
②「2-学委-13　相楽小学校校舎整備工事ほか設
計業務」の受注者であり、設計内容に精通してい
る者を選定。
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43 学校教育課

京都府木津川市木津町西垣外
12番地
一心堂
代表者　塚田高司

相楽小学校管理備品（シュー
ズボックス）
（3-学備-19）

物品 シューズボックス9台
令和4年2月7日

～
令和4年3月31日

553,300 1,098,900

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号によ
る。
②（3-学備-13)の落札業者であり、かつ時価と比
較して有利な条件で購入できる業者を選定。

44 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

小学校消防設備修繕工事
（3-学修-58）

機械器具
設置

小学校12校の消防用設備不
具合の修繕

令和3年12月15日
～

令和4年3月31日
3,076,135 3,076,135

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第
5号による。
②小中学校消防用設備等保守点検業務（3-学委-
5）の委託業者であり不良箇所を熟知している者
を選定。

45 学校教育課

京都市伏見区桃山町松平筑前
10-12
第2CRPビル201
日成ビルド工業㈱京都支店　　　　　　　
支店長　中川彰吾

相楽小学校インターホン追加
工事
（3-学-23）

機械器具
設置

インターホン親機1第・子機
8台の設置

令和4年2月28日
～

令和4年3月31日
1,859,000 1,859,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号によ
る。
②相楽小学校仮設校舎賃貸借（3-学備-9）の受注
業者であり設備を熟知している者を選定。
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