
平成24年4月１日から平成24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」学校災害賠償保
険の加入

平成24年4月1日 全国市長会
東京都千代田区平河町２－
４－２

2,288,750

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24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）
1,100,000

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
八尾市幼児教育・保育実践の手
引（仮称）の作成支援業務

平成24年6月1日
（株）ジャパンインター
ナショナル総合研究
所

京都府京都市右京区西京極
西池田町９番地５

3,990,000
プロポーザル方式による業者選定を行った結果、同社
が最も高得点であったため。（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 市立各学校施解錠等業務委託 平成24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)
11,209,500

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24年4月1日 ㈱八尾市清協 八尾市福万寺町７－５６－１ 13,545,546
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24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)
52,422,676

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24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)
13,750,785

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24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)
3,011,040

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24年4月1日 ㈱ビケンテクノ 吹田市南金田２－１２－１ 2,863,224

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
市立高美南小学校・高美中学
校・桂中学校のボイラー及び冷
房機運転業務委託

平成24年4月1日 (㈱アスウェル 羽曳野市伊賀５－７３８－１ 7,832,052

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24年4月1日 フジテック㈱ 茨木市圧１－２８－１０ 819,000
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24年4月1日 フジテック㈱ 茨木市圧１－２８－１０ 815,220
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）

平成２４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
プール循環ろ過装置及び滅菌
装置点検維持管理業務委託（小
学校）

平成24年4月1日
㈱水処理管理セン
ター

大阪市北区南森町１－４－１
０

837,900
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
市立各学校自家用電気工作物
保安管理業務

平成24年4月1日
松村電気設備管理事
務所

八尾市山城町１－２－６ 969,150

受託者は、(社)関西電気管理技術者協会に所属し、市
内在住であるため緊急時等の迅速対応が可能なた
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
市立各学校自家用電気工作物
保安管理業務

平成24年4月1日
橋口電気設備管理事
務所（橋口享平）

八尾市東本町5－3－3 1,428,000

受託者は、(社)関西電気管理技術者協会に所属し、市
内在住であるため緊急時等の迅速対応が可能なた
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
市立各学校自家用電気工作物
保安管理業務

平成24年4月1日
黒川電気設備管理事
務所

八尾市植松町６－５－５ 858,900

受託者は、(社)関西電気管理技術者協会に所属し、市
内在住であるため緊急時等の迅速対応が可能なた
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
市立各学校自家用電気工作物
保安管理業務

平成24年4月1日
花山電気設備管理事
務所

八尾市安中町３－２－３９－
１２３

628,950

受託者は、(社)関西電気管理技術者協会に所属し、市
内在住であるため緊急時等の迅速対応が可能なた
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
市立各学校自家用電気工作物
保安管理業務

平成24年4月1日
大阪電気保安協同組
合

八尾市沼４－６６ 959,700
受託者は、市内業者であるため緊急時等の迅速対応
が可能なため。（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24年4月1日 不二熱学サービス㈱
大阪市西区南堀江３－１２－
２３

2,608,200

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24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)
3,279,808

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）

教育人事課
八尾市立特別支援学校バス運
行管理業務

平成24年4月1日 (㈱アスウェル 羽曳野市伊賀５－７３８－１
単価契約

(年間見込額)
3,323,250

通学バスの運行管理について緊急に人員の配置が必
要となったため。（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

屋内プール傷害保険および総
合賠償責任保険契約

平成24年4月1日 ㈱サンコー
大阪市浪速区幸町二丁目３
番14号

1,224,470円
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

八尾市立新家町市民運動広場
管理業務委託契約

平成24年4月1日
（公社）八尾市シル
バー人材センター

八尾市宮町一丁目10番32号

単価契約

（年間見込額）
1,734,600円

高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役務の提供を受ける契約で
あるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号該当）
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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24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

7,000,000円

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24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

900,000円
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24年4月1日
各地区コミュニティセ
ンター運営協議会

1,700,000円×10
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24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円
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）

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24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円

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24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円

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

総合体育館内移動観覧席修繕契約平成24年6月1日
コクヨエンジニアリン
グ＆テクノロジー㈱関
西支店

大阪市中央区難波四丁目1
番15号

13,650,000円
製造業者以外に修繕はできないため
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

生涯学習スポーツ
課

総合体育館内非常用電源修繕契約平成24年5月22日 古河電池㈱関西支店
大阪市北区堂島浜二丁目1
番29号

7,035,000円
早急に修繕する必要があり、納期等の関係上入札に
適さないため
（地方自治法施行令第167条の２第１項第５号該当）

八尾図書館
図書館管理システムの保守業
務委託

平成24年4月1日
ＮＥＣネクサソリュー
ションズ㈱

大阪市中央区城見1-4-24 4,195,800円
当該図書館管理システムは同社製であり、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）

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24年4月1日 ㈱ケイ・オプティコム 大阪市北区西天満5-14-10 1,108,800円

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）
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八尾図書館
書誌情報「ニッパンマーク」の使
用に関する契約

平成24年4月1日
㈱日販図書館サービ
ス

東京都板橋区高島平9-31-1 1,416,450円

図書館管理システム導入時からニッパンマークを使用
しており、現状のデータベースは同マークの図書情報
を活用し構築していることから、データベースの統一性
を確保し、図書情報の検索及び管理等を効率的に行
なうため
（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 図書資料整理（装備）業務委託 平成24年4月1日
㈱日販図書館サービ
ス

東京都板橋区高島平9-31-1
単価契約

（年間見込額）
1,397,000円

図書資料整理（装備）は分類や目録作成を書誌情報
に基づき行っているが、現行の図書館管理システムに
おいては書誌情報としてニッパンマークを利用してお
り、同社がニッパンマークの唯一の提供元であるため
（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24年4月9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 12,904,500円

同財団は、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も
のである。（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 常光寺建造物調査業務 平成24年6月27日
歴史的景観保全研究
会

大阪市天王寺区上本町6-9-
10　青山ビル本館406号

911,400円

府下市町村で建築物の文化財保護審議会委員を歴
任し、地方公共団体が行う社寺建築調査の実績を有
する櫻井氏が代表を務める当会が、本業務を遂行す
るうえで適任と考えられるため。（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
歴史民俗資料館小荷物専用昇
降機制御盤補修

平成24年7月9日
サイタ工業株式会社
関西支社

大阪府池田市石橋4-12-11 1,207,500円

既存設備の補修であり、現状の状況や機器構造を把
握していることから、設置業者による修繕が適切と考
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
旧植田家資料「陶磁器」調査業
務

平成24年7月23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 1,762,950円

本市所蔵の文化財資料について、市民の利活用に供
するために資料の出自等の調査・研究を行う本業務を
遂行する上で、文化財の高い専門性を有する本市の
外郭団体の当該財団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 垣内墓地文化財調査業務 平成24年7月23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2 642,600円

本市の歴史資産を後世に伝えるために、市域の墓碑
や五輪塔等の調査・研究を行う本業務を遂行する上
で、文化財の高い専門性を有する本市の外郭団体の
当該財団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
神宮寺(来迎寺）墓地文化財調
査報告書作成業務

平成24年7月23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2 823,200円

本市の歴史資産を後世に伝えるために、市域の墓碑
や五輪塔等の調査成果の報告書を作成する本業務を
遂行する上で、神宮寺墓地調査を実施した本市の外
郭団体の当該財団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24年8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 5,866,056円

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本市の外郭
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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