平成２７年度 随意契約の公表（総務部）
※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。
平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日までの随意契約
【総務部】
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

随意契約によることとした理由
当該設備における施工業者であり、点検経過等の履歴を把握し設備維持管理を最も安
1,382,400 全かつ効率的で、適切、確実に履行できるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号該当）

総務課

八尾市庁舎防災設備保守点検
平成27年4月1日
業務

阪和通工（株）

総務課

八尾市庁舎消防設備保守点検
平成27年4月1日
業務

日本ドライケミカル（株） 大 大阪府吹田市垂水町三丁目15番
阪支店
31号

当該設備における施工業者であり、点検経過等の履歴を把握し設備維持管理を最も安
2,116,800 全かつ効率的で、適切、確実に履行できるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号該当）

総務課

八尾市庁舎セキュリティシステ
平成27年4月1日
ム保守点検業務

パナソニックESエンジニア
大阪市中央区城見二丁目１番61号
リング（株） 近畿支店

1,853,280

総務課

八尾市庁舎非常用直流電源設
平成27年4月1日
備保守点検業務

古河電池（株） 関西支店

大阪市北区堂島浜二丁目１番29号

総務課

八尾市庁舎空調設備保守点検
平成27年4月1日
業務

(有)ミタカ冷機

八尾市安中町六丁目５番４号

総務課

八尾市庁舎空調用自動制御機
平成27年4月1日
器保守点検業務

アズビル（株）ビルシステム 大阪市北区天満橋一丁目８番30号
カンパニー 関西支社
ＯＡＰタワー

2,808,000

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）

総務課

八尾市庁舎冷凍・空調設備保
守点検業務

三菱電機ビルテクノサービ 大阪市北区天満橋一丁目８番30号
ス（株） 関西支社
ＯＡＰタワー

1,270,080

当該装置は同ｸﾞﾙｰﾌﾟ会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）

総務課

八尾市庁舎吸収冷温水機保守
平成27年4月1日
点検業務

川重冷熱工業㈱ 西日本
支社

1,512,000

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）

総務課

八尾市庁舎中央監視盤保守点
平成27年4月1日
検業務

パナソニックESエンジニア
大阪市中央区城見二丁目１番61号
リング（株） 近畿支店

2,484,000

当該装置は同ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社が製作した装置であり、同社でないと保守が出できないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

総務課

八尾市庁舎自家用電気工作物
平成27年4月1日
精密点検業務

日本電検（株）

754,812

点検経過等の履歴を把握し設備維持管理を最も安全かつ効率的で、適切、確実に履行
できるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

総務課

八尾市庁舎照明制御システム
平成27年4月1日
保守点検業務

パナソニックESエンジニア
大阪市中央区城見二丁目１番61号
リング（株） 近畿支店

577,800

当該装置は同ｸﾞﾙｰﾌﾟ会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）

総務課

八尾市庁舎エレベーター保守
点検業務

平成27年4月1日

三菱電機ビルテクノサービ 大阪市北区天満橋一丁目８番30号
ス（株） 関西支社
ＯＡＰタワー

5,242,320

当該装置は同ｸﾞﾙｰﾌﾟ会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）

総務課

八尾市庁舎本館エスカレーター
平成27年4月1日
保守点検業務

東芝エレベータ（株） 関西 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１
支社
番43号

1,850,688

当該装置は同ｸﾞﾙｰﾌﾟ会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）

総務課

八尾市庁舎議場音響設備等保
平成27年4月1日
守点検業務

（株）ＪＶＣケンウッド 国内
事業統括部 西日本営業 大阪市淀川区田川二丁目４番28号
部

1,691,280

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）

総務課

八尾市庁舎電話交換業務

(株）アスウェル

大阪府羽曳野市伊賀五丁目738番
地の１

市民サービスに直接影響を与える当該業務を過去確実に履行し、また、本市における
11,160,115 交換業務のポイントも熟知し、最も適切、確実に履行できるため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

総務課

八尾市庁舎電話交換設備保守
平成27年4月1日
業務

西日本電信電話（株） 大
阪支店

大阪市中央区博労町二丁目５番15
号

当該設備の構築業者であり、通信設備全般の機能維持を行い、本市の電話通信設備
2,579,040 の構造やポイントを熟知しているため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

平成27年4月1日

平成27年4月1日

大阪市天王寺区南河堀町３番34号
シグナルセンタービル

契約金額（円）

大阪市東淀川区東中島一丁目19
番４号

大阪市中央区高津一丁目３番５号
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518,400

当該装置は同ｸﾞﾙｰﾌﾟ会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）

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）

複数メーカーかつ様々な設備にもかかわらず、過去確実に保守点検業務を履行し、ま
1,641,600 た、点検経過等の履歴を把握し設備維持管理を最も安全かつ効率的で、適切、確実に
履行できるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

担当課

契約名称

契約締結日

平成27年4月1日

契約の相手方の名称

契約の相手方の住所

公益社団法人八尾市シル
八尾市宮町一丁目10番32号
バー人材センター

契約金額（円）

随意契約によることとした理由

単価契約 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第41条第2項に規定するシルバー人材セン
（年間見込額） 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
1,109,472 3号該当）

総務課

八尾市庁舎植栽等散水業務

総務課

八尾市役所自動車駐車場管理
平成27年4月1日
業務

伸和サービス㈱

総務課

八尾市庁舎電話交換設備賃貸
平成27年4月1日
借契約

東京センチュリーリース㈱ 大阪市中央区本町三丁目５番７号

入札によるリース期間満了後の、非常に有利な契約金額でのリース延長契約であり、改
1,065,240 めて競争入札を行った場合に得られる価格上の利益が見込めないため。（地方自治法
施行令第167条の2第1項第6号該当）

総務課

建物賃貸借契約（旧JA信連ビ
ル）

平成27年4月1日

大阪府信用農業協同組合 大阪市中央区高麗橋三丁目３番７
連合会
号

3,850,968

市庁舎に近接しており、立地条件及び床面積等有効的に使用できる条件を満たしてい
るため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

総務課

駐車場賃貸借契約（駐輪場）

平成27年4月1日

八尾市情報公開条例第6条
同左
第1号より非公開

2,016,000

市庁舎に近接しており、立地条件及び面積等駐輪場として有効的に使用できる条件を
満たしているため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

総務課

全国市長会市民総合賠償補償
平成27年4月1日
保険

全国市長会

政策法務課

印刷業務の委託

平成27年4月1日

公益社団法人八尾市シル 大阪府八尾市宮町一丁目10番32
バー人材センター
号

印刷業務においては、過年度より同社に委託しており、その業務の円滑を確保するため
2,421,738 には同社に継続して委託することが望ましいため。（地方自治法施行令第167条の２第１
項第３号該当）

政策法務課

メール業務の委託

平成27年4月1日

公益社団法人八尾市シル 大阪府八尾市宮町一丁目10番32
バー人材センター
号

メール業務においては、過年度より同社に委託しており、その業務の円滑を確保するた
2,421,738 めには同社に継続して委託することが望ましいため。（地方自治法施行令第167条の２
第１項第３号該当）

政策法務課

例規管理検索システム更新等
平成27年4月1日
業務委託

第一法規㈱

東京都港区南青山二丁目11番17
号

例規管理検索システム更新等業務においては、平成20年度実施のプロポーザル方式
4,179,254 により選定した同社に委託しており、その業務の円滑を確保するためには同社に継続し
て委託することが望ましいため。（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

政策法務課

顧問弁護士委託

平成27年4月1日

疋田淳法律事務所弁護士 大阪府大阪市中央区北浜二丁目１
疋田淳
番19－802号

政策法務課

顧問弁護士委託

平成27年4月1日

弁護士法人俵法律事務所

政策法務課

顧問弁護士委託

平成27年4月1日

政策法務課

顧問弁護士委託

平成27年4月1日

市政情報課
（広報係）

番組制作放送委託契約
（年間番組／八尾市からのお知 平成27年4月1日
らせ等）

やおコミュニティ放送（株）

市政情報課
（広報係）

番組制作放送委託契約（「河内
平成27年8月3日
音頭振興特別番組」）

市政情報課
（広報係）

市政情報課
（広報係）

大阪市北区天神橋七丁目７番５号

東京都千代田区平河町二丁目４番
２号

19,175,400

同社は、本庁舎警備業務の受託会社であり、警備員の連携により駐車場を含めた庁舎
全体の安全性を一体で確保することができ、また、安定して駐車場警備の運用を行って
きた実績を有しており、当該業務に必要な幅広い知識の蓄積により他の委託業者より効
率的な運用が実施できるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

本市の施設瑕疵等に起因する賠償及び本市の主催行事等での補償の必要がある場合
3,904,850 に、包括的に財政的な負担軽減を図ることができる保険であるため。（地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号該当）

777,600

訴訟等の業務の性質上、競争入札に適しないため。（地方自治法施行令第167条の２第
１項第２号該当）

777,600

訴訟等の業務の性質上、競争入札に適しないため。（地方自治法施行令第167条の２第
１項第２号該当）

阿吽法律事務所弁護士髙 大阪府八尾市東本町三丁目９番19
木陽一
号リバティ八尾612号

777,600

訴訟等の業務の性質上、競争入札に適しないため。（地方自治法施行令第167条の２第
１項第２号該当）

樹陽法律事務所弁護士山 大阪府大阪市中央区平野町一丁
田陽彦
目８番15号マルイト平野町ビル３階

777,600

訴訟等の業務の性質上、競争入札に適しないため。（地方自治法施行令第167条の２第
１項第２号該当）

八尾市光町二丁目3番
アリオ八尾2階

38,700,670

幅広く市民に市政情報を発信するための有効な広報手段の一つとして、コミュニティＦＭ
放送による情報発信を行っているが、同放送業務を行えるのは、市内で放送免許を有
する同社しかないため、同社と委託契約を行う。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

やおコミュニティ放送（株）

八尾市光町二丁目3番
アリオ八尾2階

758,160

八尾市情報発信コーナー企画
平成27年4月1日
管理運営委託契約

やおコミュニティ放送（株）

八尾市光町二丁目3番
アリオ八尾2階

3,240,000

市政だより配送業務委託契約

㈱エヌ・ティ･ティ・ロジスコ
西日本営業部

八尾市神武町一丁目79番地

本業務遂行で安定した業務実績を残しており、今年度も円滑に支障なく継続的に行うた
1,944,000 めに、同社と委託契約を行う。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

平成27年4月1日

大阪府大阪市東淀川区東中島一
丁目21番33号 俵ビル２階
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同上
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）
本市の市政情報や地域資源、地域情報に精通し、さまざまな情報発信のノウハウを有
していることや、当該コーナーの隣に位置し、迅速かつ効率的に来場者への対応ができ
ることから同社と委託契約を行う。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

担当課

市政情報課
（広報係）

市政情報課
（広報係）

契約名称

契約締結日

「点字広報」発行、配送等の業
平成27年4月1日
務委託契約

「声の市政だより」発行、配送等
平成27年4月1日
の業務委託契約

市政情報課
（広報係）

八尾市ホームページ作成シス
テムASPサービス利用契約

市政情報課
（情報公開室）

八尾市個人情報保護審議会及
び八尾市情報公開審査会音声 平成27年4月1日
データ反訳業務

平成27年4月1日

契約の相手方の名称

特定非営利活動法人ゆう
あい

契約の相手方の住所

八尾市光南町一丁目3-４ 沼卯ビ
ル204号

八尾視覚障がい者福祉協
八尾市本町二丁目4番10号
会

契約金額（円）

随意契約によることとした理由

本市で作成された「やさしい市役所づくり指針」では、市内の障がい者の雇用・就労支援
を充実し、雇用を促進する配慮が反映できる総合評価等の手法の検討を図る方向性が
示されている。地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する地域活動
4,422,600 支援センターを運営する同法人は、市の点字案内文書や点訳文書を受託するなど実績
も有しており、本業務を委託するにあたり最適であり、市内作業所の活性化や育成支援
等も図ることも勘案し、同法人と委託契約を行う。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当）
同協会は市内の視覚障がい者に対し、更生・教養など障がい者福祉の推進活動を行っ
ており、協会内で機関物として声のテープを製作するなど実績も有している。また、「声
の市政だより」の配布対象者のほとんどが同協会の会員であることや地元団体の活性
1,545,864 化や育成支援等を図るほか、「やさしい市役所づくり指針」に示されている市内障がい者
の雇用・就労支援を充実し、雇用を促進する配慮が反映できる総合評価の観点から、同
協会と委託契約を行う。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当）

キステム㈱

滋賀県大津市浜大津一丁目4番12
号

同社は、本市ホームページのシステム再構築において、平成20年度に公募型プロポー
ザル方式により、再構築後の５年間のサービス利用も含めて業者選定委員会にて総合
的に採点し、最優秀提案業者であると決定した業者であり、現ホームページ公開におい
1,944,000
ては同システムを利用することが必須であり、構築先である同社と契約を締結する以外
に市ホームページを公開できないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

神戸綜合速記（株）

兵庫県神戸市中央区北長狭通四
丁目3番8号

予算額 598,000円
単価契約 見積合わせの結果、他の業者と比較しても最も安価であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第7号該当）
本契約の対象機器である高速プリンタは、平成２４年度に導入し、コンビニ収納用納入
通知書等の様々な帳票出力に利用している。各帳票の出力にあたっては、本プリンタに
おける帳票出力・バーコード読み取りテストなど多数のテスト工程を経ていることから、
10,944,720 早期に機器を入れ替えることは、それらに対応する帳票の調整やテスト等を改めて行う
必要があり、また印字ズレ等による誤出力のリスクも伴うため、現行機種の契約相手方
である当該事業者と契約することが本市にとって最も有利であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システム室）

高速プリンタ等一式の賃貸借契
平成27年4月1日
約

（株）JECC

東京都千代田区丸の内三丁目４番
１号

市政情報課
（情報システム室）

光ファイバ賃貸借に関する契約
(八尾市地域イントラネット及び 平成27年4月1日
教育情報ネットワーク)

（株）ケイ・オプティコム

大阪市北区中之島三丁目３番２３
号

市政情報課
（情報システム室）

マシン室無停電電源設備保守
平成27年4月1日
点検業務委託契約

富士電機（株）関西支社

大阪市福島区鷺洲一丁目１１番１９
号

市政情報課
（情報システム室）

高速インターネット接続サービ
平成27年4月1日
ス契約

（株）ケイ・オプティコム

大阪市北区中之島三丁目３番２３
号

本契約の相手方は平成14年10月に構築した地域イントラネットにおける光ファイバの賃
貸借業者であり、一体として契約を行うことで、金額面及び運用管理面で負担軽減を
図っていることから、本契約の相手方変更することで一体的なサービスを受けられなくな
2,580,336
る上、外部向けIPアドレスが変更となり、業務システム等に大きな影響を与えることか
ら、当該事業者が唯一の契約先となるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システム室）

八尾市地域イントラネット保守
業務委託契約

扶桑電通（株） 関西支店

大阪市北区堂島浜二丁目１番９号

本業務は、既に構築された稼働中のネットワークである地域イントラネットの運用保守業
務であり、当該ネットワークの仕様に精通した者でなければ遂行できない。本契約相手
7,766,632 方は、平成２１年度の入札で決定して以降、ネットワーク調査等を通じて設定作業等を
熟知しており、現時点において安定運用に資することのできる事業者であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システム室）

簡易言語ソフトウェア（ＥＡＳＹＴ
ＲＩＥＶＥ ＰＬＵＳ）の使用許諾契 平成27年4月1日
約

日本CA(株）

東京都千代田区平河町二丁目７番
９号

本ソフト（EASYTRIEVE PLUS）は、本相手方が作成したソフトであり、賃貸借契約も代
1,213,056 理店等を介さず、当該事業者のみが直接取り扱っているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システム室）

社会福祉会館向けイーサネット
平成27年4月1日
VPN契約

（株）ケイ・オプティコム

大阪市北区中之島三丁目３番２３
号

平成27年4月1日
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6,822,269

新たに他の業者と契約することは、現在の光ファイバ網を放棄し、新たに光ファイバ網を
構築することとなり、莫大な費用が発生するため、現在の光ファイバ網を使用するため
には、構築先である当該事業者が唯一の契約先となるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

機器の製造元であり、本機器について高度の知識を持つ専門技術員を有する唯一の業
939,060 者であり、保守点検を任せるに最適であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

接続する回線は高度のセキュリティが求められるため、既に接続している自動交付機と
本庁を結ぶIP-VPN回線を使用することでセキュリティを確保しつつ安価に導入すること
544,320 ができる。よって、同回線を提供する（株）ケイ・オプティコムと契約することが最も有益と
認められるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

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

市政情報課
（情報システム室）

住民情報システムオペレーショ
平成27年4月1日
ン業務委託契約

大阪市中央区高麗橋四丁目３番７
号

ナビオコンピュータ（株）

市政情報課
（情報システム室）

八尾市庁内ネットワーク保守業
平成27年4月16日
務委託契約

エヌ・ティ・ティ・インテリジェ
大阪市西区土佐堀一丁目４番１４
ント企画開発(株) 西日本
号
支店

市政情報課
（情報システム室）

セキュリティ対策ソフトウェア保
平成27年4月1日
守業務委託契約

扶桑電通（株） 関西支店

大阪市北区堂島浜二丁目１番９号

契約金額（円）

随意契約によることとした理由

本業務の実施にあたっては本市住民情報システムの設定等に関する専門的知識や技
術が必要であるが、基幹システム再構築後の新たな運用体制も安定的に推移している
ため、平成27年10月に入札を実施する予定である。そのため、この間の業務実施にあ
13,206,045
たっては、当該オペレーション業務に習熟し、適切に委託業務を処理できる当該事業者
に委託することが最適であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）
平成２７年度に地域イントラネットと併せて庁内外のネットワークを一元化する仕様の検
討を行い、平成２８年度中に入札を実施し、新たな運用を開始する予定である。この間
8,434,800 の業務実施にあたっては、当該オペレーション業務に習熟し、適切に委託業務を処理で
きる当該事業者に委託するのが最適であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）
本システムは、契約相手方によりカスタマイズされたシステムであり、保守が可能な唯一
の業者であり、当該事業者と契約することが、本市にとって最も適切であると認められる
816,480
ため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
に該当）
番号連携サーバについては、既存の住基宛名番号を基準とした各業務システムのデー
タと個人番号を紐づけ、新たに中間サーバとの符号での連携を実現する必要がある。
個人番号は、住民基本台帳上で保管され、また符号のやりとりについては住基ネット
36,838,800 ワークで行われることから、本市住基システム、住基ネットワークシステムと密接に連携
する必要があるため、両システムを構築し、運用保守を行っている契約相手方が、正確
かつ安全に連携可能な番号連携サーバを構築できる唯一の事業者と認められるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

市政情報課
（情報システム室）

番号連携サーバ構築業務委託
平成27年6月1日
契約

富士通(株) 関西支店

大阪市中央区城見二丁目２番６号

市政情報課
（情報システム室）

八尾市龍華コミュニティセンター
移転に伴う光ケーブル配線移 平成27年7月15日
設業務委託契約

（株）ケイ・オプティコム

大阪市北区中之島三丁目３番２３
号

本業務は、本市が専用線として利用するために賃借している光ケーブルを移設させる業
929,880 務を含んでおり、当該物件の所有者である契約相手方が唯一の業務事業者と認められ
るため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

契約検査課

八尾市建設工事等契約管理シ
平成27年4月1日
ステムソフト保守業務

㈱内田洋行大阪支店

大阪市中央区和泉町二丁目２番２
号

622,080

人事課

職員情報システム用ハードウェ
平成27年4月1日
アにかかる保守業務委託契約

ＤＩＲインフォメーションシス
東京都江東区永代一丁目14番6号
テムズ株式会社

人事課

人材派遣委託契約

ポートスタッフ株式会社

兵庫県神戸市中央区磯上通7ー
1ー30

人事課

新規採用職員前期研修宿泊に
平成27年4月6日
係る使用料

柏原市健康保養センタ－
サンヒル柏原

大阪府柏原市安堂町115-1

人事課

海外派遣研修参加負担金

平成27年7月7日

公益財団法人全国市町村
研修財団 全国市町村国 滋賀県大津市唐崎2-13-1
際文化研修所

職員課

乳がん検診

平成27年4月1日

医療法人 恵生会

大阪府東大阪市鷹殿町20番29号

単価契約 職員が、検診結果の経年変化の比較や健康状態の推移の把握を容易にできるため。
874,800 （地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

職員課

子宮がん検診

平成27年5月12日

公益財団法人 大阪府保
健医療財団 大阪がん循
環器病予防センター

大阪府大阪市城東区森之宮１丁目
６番１０７号

単価契約 検診用特殊車両を保有し、出張検診に応じることが可能であり、住民検診等の集団検
999,000 診実績が豊富なため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

職員課

職員採用時健康診断、職員採
用時ＶＤＴ健康診断、職員定期
健康診断、特定業務従事職員
平成27年4月1日
健康診断、職員石綿検診、職
員ＶＤＴ健康診断、職員胃がん
検診

大阪府大阪市西区西本町１丁目３
公益財団法人 パブリック
番１５号
ヘルスリサーチセンター
大阪建大ビル７階

職員課

共済組合標準報酬制移行に伴
平成27年8月3日
うシステム対応業務

DIRインフォメーションシス
テムズ株式会社

平成27年4月1日

東京都江東区永代一丁目１４番６
号
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当該システムは同社が開発したシステムであり、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）

当該契約は、同社が作成した職員情報システム用ハードウェアにかかる保守業務を委
544,320 託するものであり、同社でないとシステムの不具合への迅速な対応が困難なため。（地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）
単価契約（平成27 業務内容の同一性及び業務の効率性を考えた上、単年度もしくは事業ごとで競争入札
年度当初予算額） することが不利と考えられるため、人材派遣の委託については3年毎に入札を行ってい
23,490,000 る。（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当）
本庁舎からの距離や交通の利便性、また、バリアフリー施設であることなどを考慮する
885,202 と、当該施設でしか実施ができないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）
当該契約は、市町村職員を対象とした海外研修であり、自治体課題に特化した研修内
510,305 容であることから、本相手方が実施する研修に参加するため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

単価契約
職員が、検診結果の経年変化の比較や健康状態の推移の把握を容易にできるため。
年間見込額：
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）
13,503,456

DIRインフォメーションシステムズ株式会社は、当該システムを作成した会社であり、同
1,566,000 社でなければ、当該システムの改修が困難なため。（地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号該当）

