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国立大学法人京都工芸繊維大学（以下「本学」という ）における契約情報の公表に関する事務取扱要領に基づき、本学が行った契約の。
情報（随意契約のうち、本学の行為を秘密にする必要があるもの及び本学会計規程第３８条第１項第４号に該当するものを除く支出原因契

）を下記のとおり公表する （政府調達に関する協定が適用される契約にあっては官報に、工事関係契約にあっては文部科学省文教施設企画部約 。
施設企画課契約情報室のホームページにそれぞれ掲載しているので、本表からは除いている ）。

記
【平成１９年度】

物品等又は役務の名 契約担当の氏名 契約 契約の相手方の 契約金額 契約方法 備考

称及び数量 締結日 氏名及び住所

京都工芸繊維大学 京都工芸繊維大学長 関西電力（株) 12,509,164円 一般競争契約19.2.16
3 6 16嵯峨団地で使用する 江島義道 大阪市北区中之島 - -

電気

京都工芸繊維大学の 京都工芸繊維大学長 4,136,580円 一般競争契約 単価契約19.3.26 シグマスタッフ
事務業務の遂行に係 江島義道 東京都品川区上大崎 - - 円/3 1 5 1,407
る労働者派遣業務 時間
京都工芸繊維大学附 京都工芸繊維大学長 (株)日経サービス 4,312,980円 一般競争契約19.3.26

1 17 10属図書館時間外開館 江島義道 大阪市中央区南船場 - -
に関わる請負業務
京都工芸繊維大学特 京都工芸繊維大学長 (株)大興設備開発 31,132,500円 一般競争契約19.3.27
別高圧受変電設備及 江島義道 京都市右京区花園扇野町３７
び二次変電設備保全
業務
京都工芸繊維大学 京都工芸繊維大学長 タクミサービス代表山崎匠 14,086,800円 一般競争契約19.3.28

1 26警備等業務 一式 江島義道 京都市左京区下鴨宮崎町 -
京都工芸繊維大学 京都工芸繊維大学長 タクミサービス代表山崎匠 12,474,000円 一般競争契約19.3.28

1 26清掃業務 一式 江島義道 京都市左京区下鴨宮崎町 -
保守目的財務会計システムの 京都工芸繊維大学長 富士通株式会社京都支社 6,159,888円 随意契約（19.3.28

物が左記会社の製品であ保守一式 江島義道 京都市下京区四条通麩屋町
り、同社以外保守できな

）いため

サイエンスダイレク 京都工芸繊維大学長 エルゼビア・ビー・ブイサイエ 5,814,259円 随意契約（製造元19.3.30
トの利用 江島義道 ンス・アンド・テクノロジー 直接販売）
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物品等又は役務の名 契約担当の氏名 契約 契約の相手方の 契約金額 契約方法 備考

称及び数量 締結日 氏名及び住所

保守目的空冷式ガスヒートポ 京都工芸繊維大学長 大阪ガス(株)エネルギー事業部 4,129,755円 随意契約（19.3.30
物が左記会社の製品であンプパッケージエア 江島義道 京都市下京区中堂寺粟田町 93
り、同社以外保守できなコン保全業務

）いため

京都工芸繊維大学エ 京都工芸繊維大学長 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株)関西支 21,768,495円 随意契約（ ３年契約19.3.30 保守目的

物が左記会社の製品であレベータ設備保全業 江島義道 社
り、同社以外保守できな務 大阪市北区天満橋 - -1 8 30

）いため

「ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ遺伝資 京都工芸繊維大学長 テンプスタッフ(株) 4,239,480円 随意契約（ 単価契約19.3.30 仕様を満

源の総合的維持管理 江島義道 東京都渋谷区代々木 - - 円/2 1 1 2,163たす人材が同社以外に無

および提供」の遂行 ） 時間かったため

に係わる系統管理補
助者派遣業務

近畿地区日本電子株式会社製 京都工芸繊維大学長 日本電子ﾃﾞｰﾀﾑ（株）大阪ｾﾝﾀｰ 7,350,000円 随意契約（19.4.17
における唯一の代理店透過型電子顕微鏡及 江島義道 大阪市淀川区西中島 - -5 14 5
で、他の業者を通じるこび周辺装置の移設
となく直接請け負いして

いるため 。）
文部科学会計監査人契約 京都工芸繊維大学長 あずさ監査法人 5,118,750円 随意契約（19.6.29

江島義道 東京都新宿区津久戸町 - ）1 2 大臣の選任による

高輝度タンパク質Ｘ 京都工芸繊維大学長 オリックス・レンテック（株） 11,970,000円 一般競争契約 賃借料19.9.14
5 7 21線回折装置 一式 江島義道 東京都品川区北品川 - -

日本国内ブリュースター角顕 京都工芸繊維大学長 アルテックアルト（株） 5,775,000円 随意契約（19.9.18
における唯一の総代理店微鏡 一式 江島義道 東京都新宿区四谷四丁目 -4 1
で、他の業者を通じるこ

となく直接販売している

）ため

西日本地３Ｄプリンターシス 京都工芸繊維大学長 丸紅ｿﾘｭｰｼｮﾝ（株）大阪支店 6,195,000円 随意契約（19.9.26
区における唯一の販売代テム 一式 江島義道 大阪市淀川区宮原 - -4 2 19
理店で、他の業者を通じ

ることなく直接販売して

）いるため
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物品等又は役務の名 契約担当の氏名 契約 契約の相手方の 契約金額 契約方法 備考

称及び数量 締結日 氏名及び住所

高精度サンプリング 京都工芸繊維大学長 ｱｼﾞﾚﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ（株） 5,989,830円 一般競争契約19.10.2
9 1オシロスコープ装置 江島義道 東京都八王子市高倉町 -

一式
委託目的学習用情報端末にお 京都工芸繊維大学長 （株）技研工房 4,095,000円 随意契約（19.11.5

業務が左記会社以外ではける３Ｄインタフェ 江島義道 札幌市中央区南 条東 丁目1 3 10
ース・アイデアの実 番地 ）1 できないため

働試作
Ｘ線二次元検出器 京都工芸繊維大学長 （株）リガク 14,910,000円 一般競争契約19.11.7

3 9 12一式 江島義道 東京都昭島市松原町 - -
電子顕微鏡Ｘ線マイ 京都工芸繊維大学長 （株）増田医科器械 11,976,300円 一般競争契約19.11.8

50クロアナライザ 一 江島義道 京都市伏見区竹田藁屋町
式
白灯油 ＪＩＳ１号 京都工芸繊維大学長 吉田商事（株） 14,464,800円 一般競争契約 単価契約19.11.21

江島義道 京都市伏見区下鳥羽広長町 円/㍑199 84
２号館移転（１期戻 京都工芸繊維大学長 西濃運輸（株） 3,444,000円 一般競争契約19.11.21

1り・２期） 江島義道 大垣市田口町
タイトル２００８年発行の外 京都工芸繊維大学長 丸善（株）京都支店 10,671,591円 随意契約（19.12.17

毎に見積合せを行った後国雑誌 江島義道
の契約）

移動式飼育棚 一式 京都工芸繊維大学長 （株）日本医化器械製作所 5,898,375円 一般競争契約20.1.16
1 22 38江島義道 大阪市西区江戸堀 - -

大学センターホール 京都工芸繊維大学長 近畿音響工業（株） 9,219,000円 一般競争契約20.1.31
8 61映像・音響設備 一 江島義道 京都市伏見区深草西浦町 -

式
備 考
( )公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額欄に予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価を記載1

する。
( )随意契約にあっては、その理由を記すこと。2


