
平成26年4月１日から平成26年9月30日までの随意契約
【生涯学習部】

担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

教育政策課
「全国市長会」学校災害賠償補
償保険の加入

平成26年4月1日 全国市長会
東京都千代田区平河町２－
４－２

2,202,530

現在大阪府下３３市中３２市が加入しているが、昭和５
０．１０月に各市の要望によって制度が発足して以来、
全国市長会において安定的に運営が行われているた
め
（地方自治法施行令第167条の２第１項第６号該当）

教育政策課
八尾中学校夜間学級の運営補
助業務の委託

平成26年4月1日
公益社団法人　八尾市シル
バー人材センター

八尾市宮町１-１０-３２
単価契約

（年間見込額）
1,169,000

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する
シルバー人材センターから業務提供を受けるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号該当）

教育政策課
施設一体型小・中学校整備事業
に係る不動産鑑定手数料

平成26年8月12日 株式会社中井綜合鑑定所
大阪市中央区本町橋6-21
シャンボール内本町1011号

532,440

不動産鑑定士を選定するにあたっては、高度な知識と
豊富な経験、的確な判断力を持った専門家であるとと
もに、地域特性を熟知していることが求められるもので
あり、契約相手方が、八尾市の案件において実績があ
り、過去に地価公示を鑑定し、本市の実情に精通して
いるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

教育人事課
八尾市教育委員会生涯学習部
教育人事課における労働者派
遣による業務

平成26年4月1日 ポートスタッフ㈱
兵庫県神戸市中央区
磯上通7丁目1番30号

単価契約
（年間見込額）

4,500,000円

人事課で人材派遣における基本契約を入札（平成24
年8月29日実施）により行った左記の相手方と基本契
約及び個別契約を締結したため。
（地方自治法施行0令第167条の２第1項第６号該当）

教育人事課 市立各学校施解錠等業務委託 平成26年4月1日
公益社団法人八尾市シル
バー人材センター

八尾市宮町１－１０－３２
単価契約

(年間見込額)
12,101,968

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する
シルバー人材センターから業務提供を受けるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号該当）

教育人事課
市立各学校合併式し尿浄化槽
維持管理業務委託

平成26年4月1日 ㈱八尾市清協 八尾市福万寺町７－５６－１ 13,932,561
各学校における設備等の状況について熟知しており、
緊急時についても迅速な対処が可能であるため。（地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

教育人事課
市立小学校及び特別支援学校
受付員配置業務委託

平成26年4月1日
公益社団法人八尾市シル
バー人材センター

八尾市宮町１－１０－３２
単価契約

(年間見込額)
54,204,692

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する
シルバー人材センターから業務提供を受けるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号該当）

教育人事課
市立幼稚園安全対策推進員配
置業務委託

平成26年4月1日
公益社団法人八尾市シル
バー人材センター

八尾市宮町１－１０－３２
単価契約

(年間見込額)
14,297,661

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する
シルバー人材センターから業務提供を受けるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号該当）

教育人事課
市立各学校園営繕（大工）業務
委託

平成26年4月1日
公益社団法人
大阪府シルバー人材セン
ター協議会

大阪市中央区淡路町１－３
－１４

単価契約
(年間見込額)

3,726,078

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する
シルバー人材センターから業務提供を受けるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号該当）

教育人事課
市立特別支援学校のボイラー及
び冷房機運転業務委託

平成26年4月1日 ㈱ビケンテクノ 吹田市南金田２－１２－１ 3,278,880

対象設備は、法定耐用年数をはるかに越えているの
で、学校における設備等の状況について熟知し、緊急
時についても迅速な対処が必要であるため。（地方自
治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

平成26年度　随意契約の公表（生涯学習部）
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。　
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教育人事課
市立高美南小学校・高美中学校
のボイラー及び冷房機運転業務
委託

平成26年4月1日 ㈱アスウェル 羽曳野市伊賀５－７３８－１ 4,251,702

対象設備は、法定耐用年数をはるかに越えているの
で、学校における設備等の状況について熟知し、緊急
時についても迅速な対処が必要であるため。（地方自
治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

教育人事課
市立北山本小学校エレベータ保
守点検業務委託

平成26年4月1日 フジテック㈱ 茨木市圧１－２８－１０ 842,400
当該装置は同社が製作した装置であり、同社でないと
保守ができないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

教育人事課
市立山本小学校エレベータ保守
点検業務委託

平成26年4月1日 フジテック㈱ 茨木市圧１－２８－１０ 838,512
当該装置は同社が製作した装置であり、同社でないと
保守ができないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

教育人事課

市立特別支援学校・高美南小学
校・高美中学校・桂中学校のボ
イラー及び冷暖房機保守管理業
務委託

平成26年4月1日 不二熱学サービス㈱
大阪市西区南堀江３－１２－
２３

1,290,600

対象設備は、法定耐用年数をはるかに越えているの
で、学校における設備等の状況について熟知し、緊急
時についても迅速な対処が必要であるため。（地方自
治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

教育人事課
市立桂小学校及び北山本小学
校受付員配置業務委託

平成26年4月1日 西郡生きがい事業団 八尾市高砂町１-７５-２０
単価契約

(年間見込額)
3,306,044

地域住民との協働を基本とし、学校安全については地
域の協力を求めていくとの方針のもとで地域の団体か
ら業務の提供を受けるため（地方自治法施行令第167
条の２第１項第２号該当）

生涯学習スポーツ
課

屋内プール傷害保険および総
合賠償責任保険契約

平成26年4月1日 ㈱サンコー
大阪市浪速区幸町二丁目３
番14号

1,412,850
過去から同社で契約しており、見積もり合わせを行っ
た結果も同社が一番安価であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

生涯学習スポーツ
課

大阪府中部広域防災拠点等運
用委託契約

平成26年4月1日 (公財)八尾体育振興会
八尾市青山町三丁目５番24
号

7,300,000

本市のスポーツ施設の指定管理者として実績・ノウハ
ウを持っており、施設の運営管理について円滑な事業
遂行が期待できる同財団が最適と考えるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

生涯学習スポーツ
課

番組制作放送委託契約 平成26年4月1日 やおコミュニティ放送㈱
八尾市光町二丁目３番地
アリオ八尾２階

920,000
八尾市内を中心として情報発信している市内唯一のラ
ジオ放送局であり、他に契約先がないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

生涯学習スポーツ
課

地区生涯学習推進事業委託契
約

平成26年4月1日
各地区コミュニティセンター
運営協議会

1,730,000×8地
区

1,900,000×2地
区

地域特性を活かした生涯学習事業を展開するには、
地域住民で構成され地域に密着した活動を行っている
各地区コミュニティセンター運営協議会が最適と考え
るため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

生涯学習スポーツ
課

志紀テニス場土地賃貸借契約 平成26年4月1日 関西電力㈱
大阪市住之江区浜口西三丁
目９番５号

5,500,000
土地の所有者以外に契約はできないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）
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生涯学習スポーツ
課

八尾市民体育大会事務事業委
託契約

平成26年4月1日 八尾市体育連盟 八尾市本町一丁目１番１号 2,607,900

本市民を対象とする各種大会にかかるもので、多様な
種目、豊富な実績をもつ本市民で構成された社会体
育団体である同連盟が最適であると考えるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

生涯学習スポーツ
課

八尾市社会体育事務事業委託
契約

平成26年4月1日 八尾市体育連盟 八尾市本町一丁目１番１号 2,570,000

本市民を対象とする各種大会にかかるもので、多様な
種目、豊富な実績をもつ本市民で構成された社会体
育団体である同連盟が最適であると考えるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

生涯学習スポーツ
課

屋内プール採暖室修繕契約 平成26年5月22日
フィンランデア　サウナ製造
㈱

大阪市淀川区西中島四丁目
6番5号

3,162,672

経年劣化による現存設備の部分交換等であり、製造
元業者がその現状及び設備の構造・状況等を最も把
握していること及び修繕後、関連設備に何らかの影響
が発生した場合の対応等を考慮し、製造元業者との
随意契約とする。（地方自治法施行令第167条の２第１
項第２号該当）

生涯学習スポーツ
課

屋内プール自動制御機器修繕
契約

平成26年5月22日 ジョンソンコントロールズ㈱
大阪市西区靭本町一丁目11
番7号

3,780,000

作動不良・誤作動が頻発し、既に手作業での温度管
理を強いられており、早急に対応する必要があり現在
のメンテナンス業者との随意契約とする。（地方自治法
施行令第167条の２第１項第５号該当）

生涯学習スポーツ
課

屋内プール25ｍプール他２箇所
用シーケンサ修繕契約

平成26年6月19日 光伸㈱
大阪市中央区瓦屋町二丁目
17番8号

2,894,400

経年劣化による現存設備の部分交換等であり、製造
元業者がその現状及び設備の構造・状況等を最も把
握していること及び修繕後、関連設備に何らかの影響
が発生した場合の対応等を考慮し、製造元業者との
随意契約とする。（地方自治法施行令第167条の２第１
項第２号該当）

生涯学習スポーツ
課

「八尾っ子」夢実現プロジェクト
事業委託

平成26年7月31日 マテック八尾ロボット分科会
大阪府八尾市南本町九丁目
１番５号

3,285,360

これまでも八尾ロボットフェアを主催するなど、ロボット
を通じたものづくりの発信や、子どもたちの科学技術
への興味・関心を高める活動を行政と協働で実施する
とともに、各大学等との産学連携を積極的に進めてお
りこれらのネットワークやロボットものづくりに関するノ
ウハウを活かして本事業を実施できる事業者が「マ
テック八尾」以外にないため。(地方自治法施行令第
167条の２第１項第２号該当）

八尾図書館
図書館管理システムに係る光
ファイバ賃貸借に関する契約

平成26年4月1日 ㈱ケイ・オプティコム 大阪市北区西天満5-14-10 1,140,480

図書館管理システムの更新に伴い、プロポーザル方
式における調達仕様書に基づいて、導入業者が長期
に渡り正常に安定運用できる通信事業者であると判断
し、図書館管理システム導入に際し、通信回線の提供
を行った事業者であるため
（地方自治法施行令第167条の２第1項第２号該当）

八尾図書館
書誌情報ＴＲＣ－ＭＡＲＣの使用
に関する契約

平成26年4月1日 ㈱図書館流通センター 東京都文京区大塚3-4-7 2,354,400

図書館における書誌情報の提供及び図書資料の調達
支援事業者として提案募集により選定された同社から
資料の調達を行うにあたっては、同社の書誌情報が
必要であるため
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）
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八尾図書館
八尾市立図書館移動図書館車
運行管理業務に係る委託契約

平成26年5月21日 ㈱ジャパン・リリーフ 大阪市西区京町堀1-13-19

単価契約
（執行予定額）
12,312×368日

本業務については一般競争入札を実施したが不調に
至った。移動図書館の運行に空隙が生じないよう早急
に契約する必要があり、入札時の最低価格提示業者
かつ当該業務に十分な実績を持つ現行受託者である
同社と、協議により予定価格内で契約することとしたた
め
（地方自治法施行令第167条の２第１項第８号該当）

八尾図書館
八尾市立八尾図書館及び八尾
市立青少年センターエレベータ
設備の保守契約

平成26年7月1日 ㈱日立ビルシステム 大阪市北区堂山町3-3 1,817,640
当該設備は同社製であり交換部品等も同社製のもの
となり、同社による保守が適当であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

文化財課 八尾市内遺跡発掘調査業務 平成26年4月7日
公益財団法人八尾市文化
財調査研究会

八尾市幸町4丁目58の2 19,571,760

八尾市域の発掘調査及び文化財調査を専門的に行う
ために、本市が設立した財団であり、埋蔵文化財の調
査については、国及び大阪府から公的な関与を求めら
れていることから当該財団に委託することが適切であ
ると考えられるため。（地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号該当）

文化財課 八尾市史古文書調査整理業務 平成26年5月1日
公益財団法人八尾市文化
財調査研究会

八尾市幸町4丁目58の2 1,749,600

本市の歴史や既存刊行物の内容理解が必要であり、
財団設立以来30年の八尾市における文化財等の専門
的な知識と経験を有している当該財団に委託すること
が適切であると考えられるため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

文化財課
八尾市史考古資料編基礎台帳
等作成業務

平成26年5月19日
公益財団法人八尾市文化
財調査研究会

八尾市幸町4丁目58の2 6,289,000

本市の歴史や考古学の既存刊行物の内容理解が必
要であり、財団設立以来30年の八尾市における文化
財等の専門的な知識と経験を有している当該財団に
委託することが適切であると考えられるため。（地方自
治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

文化財課 河内七墓文化財調査業務 平成26年6月16日
公益財団法人八尾市文化
財調査研究会

八尾市幸町4丁目58の2 1,259,280

市域の墓碑や五輪塔等の状況を把握し、その歴史に
ついて調査・研究を行い、本市の歴史資産を後世に伝
えるための一助とするものであることから、文化財に
対する高い専門性と本市の文化財や歴史についての
調査実績をもつ当該財団に委託することが適切である
と考えられるため。（地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号該当）

文化財課 八尾市内石造物実測調査業務 平成26年6月16日
公益財団法人八尾市文化
財調査研究会

八尾市幸町4丁目58の2 1,005,480

市内に残る石造物について状況を把握するための実
測調査を行い、地域の文化財を次世代に伝えるため
の基礎資料とするものであることから、文化財に対す
る高い専門性と本市の文化財や歴史についての調査
実績を持つ当該財団に委託することが適切であると考
えられるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号該当）

文化財課
『（仮称）やさしい八尾市史』刊行
支援業務

平成26年7月31日 株式会社ぎょうせい
東京都江東区新木場1丁目
18番11号

1,652,400

本市の歴史や既存刊行物の内容を把握している必要
があり、昨年度の受託業務を通して既に業務内容及
び主旨、刊行物の構成にも熟知しており、また、専門
的知識と経験を有した人材を有してしていることから当
該団体が適切であると考えられるため。（地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号該当）
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