平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】
公共工事の名称、場所、 契約担当者の氏名並び
件数 契約の相手方の商号
にその所属する部局の 契約を締結した日
又は名称及び住所 機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量
名称及び所在地
生島幸男
附属桃山中学校本館等 京都教育大学施設課 平成18年6月29日
1 第一建設（株）
京都市伏見区深草藤森
改修その他工事
町１番地
永田忠弘
富士ゼロックス社製 電 京都教育大学会計課 平成18年4月1日
2 富士ゼロックス京都
京都市伏見区深草藤森
㈱
子複合機の保守
町１番地
附属桃山中学校本館等 生島幸男
3 ㈱岩崎管工
改修その他機械設備工 京都教育大学施設課
京都市伏見区深草藤森 平成18年6月28日
事
町１番地
永田忠弘
京都教育大学会計課 平成18年4月1日
4 富士通㈱京都支社 財務会計システム保守
京都市伏見区深草藤森
一式
町１番地
永田忠弘
京都教育大学会計課 平成19年3月8日
5 富士通㈱京都支社 財務会計システム保守
京都市伏見区深草藤森
一式
町１番地
生島幸男

6 (有）堤工務店

職員会館談話室等改修 京都教育大学施設課 平成19年2月27日
京都市伏見区深草藤森
工事
町１番地

7 セコム㈱

京都教育大学附属高等
学校他保全警備業務請
負

永田忠弘
京都教育大学会計課 平成18年4月1日
京都市伏見区深草藤森
町１番地

8 セコム㈱

京都教育大学附属高等
学校他保全警備業務請
負

永田忠弘
京都教育大学会計課 平成19年3月15日
京都市伏見区深草藤森
町１番地

9 新日本監査法人

会計監査人による監査 京都教育大学会計課 平成18年8月1日
京都市伏見区深草藤森
業務
町１番地

小豆恭一

（耐震対策事業）附属京 生島幸男
京都教育大学施設課 平成19年3月28日
10 （株）阿波設計事務所 都中学校特別教室北棟
等改修その他建築設計 京都市伏見区深草藤森
町１番地
業務

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由 見直しの結果
（具体的かつ詳細に記載）

競争に付しても落札者がなかった
ため（契約規則第３５条第１項第
８号）
対象機器の保守は、賃貸借を行っ
ている当該業者が直接行っている
11,116,193 随意
契約 ため(契約規則第３５条第１項３
号)
競争に付しても落札者がなかった
63,000,000 随意
契約 ため（契約規則第３５条第１項第
８号）
本システムのソースコードは非公
開であり、その保守に必要不可欠
随意
6,933,024 契約 なソースコード等のプログラム情
報は、システム開発元以外には知
り得ないため（京都教育大学契約
規則第３５条第１項３号）
本システムのソースコードは非公
開であり、その保守に必要不可欠
随意
6,933,024 契約 なソースコード等のプログラム情
報は、システム開発元以外には知
り得ないため（京都教育大学契約
規則第３５条第１項３号）
競争に付しても落札者がなく、緊
5,754,000 随意
契約 急を要したため（契約規則第３５
条第１項第４号）
新規業者と契約した場合、新機機
器設置工事等に多大な費用を要す
るとともに、警備空白期間が生じ
随意
5,490,516 契約 業務に多大な支障をきたすことか
ら、現有機器を設置した当該業者
と契約する必要があるため（契約
規則第３５条第１項３号）
新規業者と契約した場合、新機機
器設置工事等に多大な費用を要す
るとともに、警備空白期間が生じ
5,490,516 随意
契約 業務に多大な支障をきたすことか
ら、現有機器を設置した当該業者
と契約する必要があるため（契約
規則第３５条第１項３号）
独立行政法人通則法第４０条の規
定に基づき文部科学大臣が選任し
たものであり、また本学での候補
企画競争・
5,250,000 公募 者の選定に際し、提案審査を行い
同社が最も高い評価を得てかつ、
確実な業務の履行が可能と認めら
れたため（契約規則第３５条第１
項３号）
本学での候補者の選定に際し、提
案審査を行い同社が最も高い評価
企画競争・
5,040,000 公募 を得てかつ、確実な業務の履行が
可能と認められたため（契約規則
第３５条第１項３号）

164,850,000

随意
契約

様式３－２

（法人名：国立大学法人京都教育大学
講ずる措置

類型 備考
区分

見直の余地あり 競争入札に移行
（20年度契約から）
見直の余地あり 競争入札に移行
（20年度契約から）

単価
契約

見直の余地あり 競争入札に移行
（20年度契約から）
その他

随意契約によらざるを得ないもの

12

その他

随意契約によらざるを得ないもの

12

見直の余地あり 競争入札に移行
（20年度契約から）
その他

随意契約によらざるを得ないもの

18

その他

随意契約によらざるを得ないもの

18

その他（引き続
き企画競争・公 企画競争を実施
募を実施）
その他（引き続
き企画競争・公 企画競争を実施
募を実施）

）

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】
公共工事の名称、場所、 契約担当者の氏名並び
件数 契約の相手方の商号
にその所属する部局の 契約を締結した日
又は名称及び住所 機関及び種別又は物品役
務等の名称及び数量
名称及び所在地
11 ㈱小笠原設計

附属高等学校本館及び
昇降口棟改修その他建
築設計業務

富士ゼロックス社製 電
12 富士ゼロックス京都
㈱
子複合機の賃貸借
13 ㈱藤代公建設

１号館Ｃ棟屋上機械室
改修その他工事

14 ㈱小笠原設計

（耐震対策事業）附属桃
山小学校本館等改修そ
の他建築設計業務

生島幸男
京都教育大学施設課
京都市伏見区深草藤森
町１番地
永田忠弘
京都教育大学会計課
京都市伏見区深草藤森
町１番地
生島幸男
京都教育大学施設課
京都市伏見区深草藤森
町１番地
生島幸男
京都教育大学施設課
京都市伏見区深草藤森
町１番地

平成18年4月6日
平成18年4月1日
平成18年8月2日
平成19年2月13日

徹 京都教育大
AmericanJournalonMent 二位
15 丸善㈱関西支社京
平成18年4月3日
alRetardation他30件 の 学附属図書館
京都市伏見区深草藤森
都営業部
購入
町１番地

徹 京都教育大
American Journal on 二位
16 丸善株式会社京都
平成19年1月4日
Mental Retardation 他 学附属図書館
京都市伏見区深草藤森
支店
32件
町１番地

合計

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由 見直しの結果
（具体的かつ詳細に記載）

本学での候補者の選定に際し、提
案審査を行い同社が最も高い評価 その他（引き続
企画競争・
を得てかつ、確実な業務の履行が
4,725,000 公募 可能と認められたため（契約規則 き企画競争・公
募を実施）
第３５条第１項３号）
本学の要求要件を満たす請負者が
見直の余地あり
4,617,900 随意
契約 １社のため（契約規則第３５条第
１項第３号）
競争に付しても落札者がなかった
見直の余地あり
4,515,000 随意
契約 ため（契約規則第３５条第１項第
８号）
本学での候補者の選定に際し、提
案審査を行い同社が最も高い評価 その他（引き続
を得てかつ、確実な業務の履行が
4,410,000 企画競争・
公募 可能と認められたため（契約規則 き企画競争・公
募を実施）
第３５条第１項３号）
外国雑誌の購入にあたっては、外
国の契約単位が暦年であるため、
来年度の購読を必要とする
雑誌を前年の10月頃に予約契約を
行わないと、安定した供給が保証
されない商習慣となってい
る。従って、外国雑誌を購入する
場合，国内の洋書取扱業者に前年
に予約を行い、これを受注
その他
3,588,196 随意
契約 した洋書取扱業者が外国の版元に
予約する方法で行われている。こ
のため本学では前年の９
月に購読を必要とする雑誌毎に見
積り合わせを行い、最も低い係数
（手数料率）を見積もった業者を
予約対象者に決定したものであ
り、当該社と随意契約を締結し
た。（契約規則第３５条第１項第
３号）
外国雑誌の購入にあたっては、外
国の契約単位が暦年であるため、
来年度の購読を必要とする
雑誌を前年の10月頃に予約契約を
行わないと、安定した供給が保証
されない商習慣となってい
る。従って、外国雑誌を購入する
場合，国内の洋書取扱業者に前年
に予約を行い、これを受注
その他
3,307,385 随意
契約 した洋書取扱業者が外国の版元に
予約する方法で行われている。こ
のため本学では前年の９
月に購読を必要とする雑誌毎に見
積り合わせを行い、最も低い係数
（手数料率）を見積もった業者を
予約対象者に決定したものであ
り、当該社と随意契約を締結し
た。（契約規則第３５条第１項第
３号）
305,020,754

様式３－２

（法人名：国立大学法人京都教育大学
講ずる措置

類型 備考
区分

企画競争を実施
競争入札に移行
（20年度契約から）
競争入札に移行
（20年度契約から）
企画競争を実施

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意契約によらざるを得ないもの

18

）

