
平成25年4月１日から平成25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25年4月1日 全国市長会
東京都千代田区平河町２－
４－２

2,247,949

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25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）
1,141,000

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
引き（仮称）の作成支援業務

平成25年4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

4,494,000

八尾幼児教育・保育実践の手引きの作成支援業務
は、平成24年度、25年度の継続事業であり、本市の実
情に精通しているとともに、本事業に係る専門的知識
を有しているため。（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
八尾市立特別支援学校バス運
行管理業務

平成25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)
614,250円

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）

教育人事課 市立各学校施解錠等業務委託 平成25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)
11,741,606

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25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25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)
51,868,408

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25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)
13,720,500

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
市立各学校園営繕（大工）業務
委託

平成25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)
3,945,622

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25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25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）

平成25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
市立北山本小学校エレベータ保
守点検業務委託

平成25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25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）

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25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25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25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25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25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25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25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25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25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

八尾市社会体育事務事業委託
契約

平成25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

「八尾っ子」夢実現プロジェクト
事業委託

平成25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

3,144,750円

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）

生涯学習スポーツ
課

八尾市生涯学習センター電話機
関連設備修繕契約

平成25年9月30日 西日本電信電話㈱
大阪市天王寺区清水谷町2
番37号

4,635,330円

電話が繋がりにくくなるトラブルが頻発し、製品及び補
修関係部品等の保証保存年限が過ぎており、早急に
対応する必要があり現在の電話加入業者と契約す
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

八尾市生涯学習センター非常用
発電設備改修契約

平成25年9月30日 近鉄ビルサービス㈱
大阪市中央区難波二丁目2
番3号

1,470,000円

経年劣化による現存設備の部分交換等であり、これま
で各設備のメンテナンスを担ってきた業者がその現状
及び設備の構造・状況等を最も把握していること及び
メンテナンス後、関連機器類に何らかの影響が発生し
た場合の対応等を考慮し、指定管理者のメンテナンス
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２項該当）

生涯学習スポーツ
課

八尾市生涯学習センター熱源Ｇ
Ｐ－３真空部分燃焼部品改修契
約

平成25年9月30日 近鉄ビルサービス㈱
大阪市中央区難波二丁目2
番3号

1,620,150円

経年劣化による現存設備の部分交換等であり、これま
で各設備のメンテナンスを担ってきた業者がその現状
及び設備の構造・状況等を最も把握していること及び
メンテナンス後、関連機器類に何らかの影響が発生し
た場合の対応等を考慮し、指定管理者のメンテナンス
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２項該当）
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八尾図書館
図書館管理システムの保守業
務委託

平成25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 3,846,150円
当該図書館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25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）

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25年4月1日 ㈱ジャパン・リリーフ 大阪市西区京町堀1-13-19

単価契約
（執行額）
523,425円

入札執行の前に業務開始日が到来したが、移動図書
館の運行に空隙が生じることのないよう、入札成立ま
での短期間、従前相手方に継続委託したため
（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25年7月1日
㈱図書館流通セン
ター

東京都文京区大塚3-4-7 1,496,250円

図書館における書誌情報の提供及び図書資料の調達
支援事業者について提案募集の方式で検討を行った
結果、同社が選定されたが、決定に基づき同社から資
料調達を行うにあたっては同社作成の書誌データが
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）

文化財課 八尾市内遺跡発掘調査業務 平成25年4月10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 12,664,050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
八尾市史考古資料編基礎台帳
等作成業務

平成25年5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 6,289,000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）

文化財課 神立墓地文化財調査業務 平成25年6月27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2 828,450円

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団体に行わせ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 市内石造物基礎調査業務 平成25年6月28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 1,204,350円

市内に残る石造物について状況を把握するための基
礎調査を行い、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
を持つ当該団体に行わせ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）
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