
001 平成29年11月15日 平成２９年度「生ごみ３キリ運動」普及啓発に関する企画運営業務 5,000,000 
環境政策局循環型社会
推進部ごみ減量推進課

株式会社　関広
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

 002 平成29年05月31日 産業廃棄物処理業務

（当初）
86,356,800円
（変更後）
58,676,400円

環境政策局循環型社会
推進部まち美化推進課

三菱化工機株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成29年12月05日 観光地の公衆トイレリニューアル（北部）業務委託 68,040,000 
環境政策局循環型社会
推進部まち美化推進課

イワモトエンジニアリング株式会
社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

004 平成29年10月06日 京都市北部クリーンセンター整備工事 ただし，２号３次過熱器整備工事 228,960,000 
環境政策局適正処理施
設部施設整備課

クボタ環境サービス株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

005 平成29年11月30日
平成２９年度京都市北部資源リサイクルセンタープラント設備保守管理
委託(その２)

61,560,000 
環境政策局適正処理施
設部施設整備課

クボタ環境サービス株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

006 平成29年10月27日
平成２９年度京都市南部クリーンセンター第一工場ごみ焼却炉設備保守
管理委託（その２）

62,316,000 
環境政策局南部クリー
ンセンター工場課

ＪＦＥエンジニアリング株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

007 平成30年01月17日
平成２９年度京都市東北部クリーンセンター１号炉第１放射室左側壁水
管整備委託

5,724,000 
環境政策局東北部ク
リーンセンター

川崎重工業株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

008 平成29年10月02日 京都市東部山間埋立処分地浸出水処理施設点検整備委託 30,240,000 
環境政策局埋立事業管
理事務所

クボタ環境サービス株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

009 平成29年12月26日
平成２９年度京都市魚アラリサイクルセンタープラント設備保守管理委
託（その３）

27,864,000 
環境政策局魚アラリサ
イクルセンター

伊藤忠マシンテクノス株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

契約の相手方の名称 根拠法令

随意契約一覧表

契約金額（税込）
（単位：円）

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度「生ごみ３キリ運動」普及啓発に関する企画運営業務 

 

２ 担当所属名 

環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１１月１５日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１１月１５日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町２５６番地 

株式会社 関広 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

「生ごみ３キリ運動」の普及・啓発を目的とする企画運営業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，受託者の能力，技術，センス，経験に基づくノウハウ等により，事業設計や市民への

ＰＲ効果に顕著な差異が現れるものであり，業務内容から，受託者は，自治体等におけるＰＲ業務，

啓発業務の経験が十分で，かつ業務の内容や流れを的確に把握し対応できる能力を有する担当者を

配置することができる業者である必要がある。また，厳正かつ確かな技術的展望に基づいた事業設

計や企画調整，プロモーション活動の実施という目的をより効果的かつ効率的に達成するために，

主として価格以外の要素における競争によって業者を選定する必要があるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

プロポーザルにおいて，専門的な技術能力，企画内容及び経験等を総合的に勘案した結果， も

優れた事業者と評価されたため。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

産業廃棄物処理業務 

 

２ 担当所属名 

環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年５月３１日 

（変更後）平成３０年３月１５日 

 

４ 履行期間 

平成２９年６月１日から平成３０年３月１５日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市中央区今橋二丁目５番８号 

三菱化工機株式会社 

          

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）８６，３５６，８００円 

（変更後）５８，６７６，４００円 

 

７ 契約内容 

し尿前処理施設再整備工事の施工に伴い発生した産業廃棄物の処理 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

工事の工法変更や仕様変更が生じたことにより，産業廃棄物の処分量が減少することから，

減額するもの。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１０条第１項第   号 

 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１１条第１項及び第２１条の３第１項により，土木建築工

事に伴い発生する産業廃棄物については，工事の元請業者が処理しなければならないとされている

ため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

観光地の公衆トイレリニューアル（北部）業務委託 

 

２ 担当所属名 

環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月５日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から平成３１年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市北区小山西元町４７番地２ 

イワモトエンジニアリング株式会社 

          

６ 契約金額（税込み） 

６８，０４０，０００円 

 

７ 契約内容 

民間の知識，経験を 大限に活用し，より効果的かつ効率的な手法でのユニバーサルデザインへ

の対応や内外装のリフォーム等による，トイレの快適性向上及び京都らしさの演出 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

効果的かつ効率的に事業の目的を達成するために，主として価格以外の要素における競争（コン

ペ，プロポーザル）により契約の相手方を選定する必要があることから，プロポーザル方式による

随意契約を行った。 

プロポーザルにおいては，民間の知識，経験を 大限に活用し，効果的かつ効率的な手法でのユ

ニバーサルデザインへの対応や内外装のリフォーム等によるトイレの快適性向上及び京都らしさの

演出について提案を求め，書面及びプレゼンテーションによる審査を行った。 

手続きの透明性，公正性及び公平性を高めるため，プロポーザルの実施手法及び提案内容につい

て，学識経験者等２名から，公募前及び審査前の２度，意見を聴取した。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１０条第１項第   号 

 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市北部クリーンセンター整備工事 ただし，２号３次過熱器整備工事 

 

２ 担当所属名 

環境政策局適正処理施設部施設整備課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１０月６日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１０月７日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号  

クボタ環境サービス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２２８，９６０，０００円 

 

７ 契約内容 

北部クリーンセンター２号炉の３次過熱器の整備 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

北部クリーンセンターのプラント設備は，株式会社クボタの設計・施工により，各法令等を遵守

し安定して処理ができるよう性能発注し，設計・施工された総合プラントである。 

本工事で更新整備する過熱器は，ボイラーから出た飽和蒸気（水分を含む蒸気）を，排ガスの熱

で摂氏400度ほどに過熱して過熱蒸気（水分を含まない蒸気）に変え，蒸気のエネルギーを高めてご

み発電用の蒸気タービンに送る設備で，耐酸性の合金でできた管群である。 

平成１９年１月の竣工から，１０年以上の長期間にわたり使用してきたが，蒸気が通る管の減肉

が進み，電気事業法に基づき定められている 小肉厚を下回るおそれや，管の破孔事故が発生する

おそれもあるため，今回更新整備を行うものである。 

本施設の機器や制御システムの設計及び構成は，プラント建設メーカーのノウハウに基づいた独

自技術を用いており，その情報等は公開されていない。 そのため，本工事を施工するに当たっては，

構成部品の規格，寸法等の情報を保持し，更新する技術を有していることが必要である。 

以上の理由により，これらの必要条件を全て満たす者は，設計・施工を行ったメーカーである株

式会社クボタから平成23年4月にごみ処理関連設備の機器及び施設の設計・製造・販売及びアフター

メンテナンス事業を全面的に譲渡されたクボタ環境サービス株式会社の1者のみであるため，同者と

随意契約を締結するものである。 

なお，過熱器を含めたプラント設備のメーカー以外の者が施工した場合，今後の故障発生時の責

任区分が不明確になり，包括的な性能保証を担保することが不可能になる。 



 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



別紙様式

工事名

工事場所

工　　期

京都市北部クリーンセンター整備工事
ただし，２号３次過熱器整備工事

京都市右京区梅ヶ畑高鼻町２７番地　地内

２号３次過熱器整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

契約の日の翌日から平成３０年３月３１日



（内訳総括）

名 称 単位 金 額 備 考

１　直接工事費 一式 174,408,720

２　共　 通　 費 37,891,280

　　共通仮設費 一式 6,629,285

　　現場管理費 一式 9,865,750

　　一般管理費等 一式 21,396,245

工　事　価　格 一式 212,300,000

消費税相当額 一式 16,984,000

請 負 工 事 費 一式 229,284,000



　種　目　別　内　訳　書

名 称 単位 金 額 備 考

一式 174,536,720

　　　　　　　計 174,536,720



　科　目　別　内　訳　書

名 称 単位 金 額 備 考

一式 174,536,720

　　　　　　　計 174,536,720



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度京都市北部資源リサイクルセンタープラント設備保守管理委託(その２) 

 

２ 担当所属名 

環境政策局適正処理施設部施設整備課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１１月３０日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号  

クボタ環境サービス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６１，５６０，０００円 

 

７ 契約内容 

北部資源リサイクルセンタープラント設備の定期点検整備 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本施設は，市民が有料指定袋に入れて排出した缶・びん・ペットボトル（以下「資源ごみ」とい

う。）を受け入れ，袋や異物を職員が除去し，アルミ缶，スチール缶，無色びん，茶色びん，その他

びん及びペットボトルの６種類に機械で自動選別した後，種類に応じて圧縮，梱包等の処理を施し

て資源化業者に出荷する施設である。 

本施設のプラント設備は，プラントメーカー独自の開発技術によって設計・製作され，また，そ

の形状・寸法・運転条件等多くの事項に，メーカーの特許やノウハウ等を駆使することによって，

自動選別処理を行うための所定の性能を発揮できるようにした，いわゆる総合プラントである。そ

のことから，本施設の各設備の点検，調整，修理等の保守管理業務においては，破袋・除袋機 ，風

力比重差選別機，びんカレット色自動選別機，搬送設備等の設備に関して，専門的な公開されてい

ないプラントメーカー独自技術が必要となる。 また，リサイクルセンターの運転に必要なソフトウ

ェアは，各機器の運転操作並びに自動運転を掌るプラント用集中管理システム（中央監視盤等）及

びプラントの運転管理に必要なデータの処理や帳票出力等を行うデータ処理装置といった，プラン

トメーカーが開発した独自のソフトウェアの集合体で構成され，リサイクルセンター全体を運転制

御している。これら一連のソフトウェアは，メーカー独自の設計思想に基き，各主要機器との整合

等を考慮し，設計製作されているものであり，点検，調整，修理を行うためには，この設計思想及

びソフトウェアの内容に関する正確な技術情報が必要であるが，この技術情報は他者に公開されて

いないため，他の者では点検，調整，修理を行うことが不可能である。 再資源化施設においては，



プラントメーカー自ら開発した独自技術のほか，プラントメーカーの設計及び設計思想の下にプラ

ントメーカーの指示に基き，他者が作成した設備等を使用したうえで，これら一連の設備をプラン

トメーカーが開発したソフトウェアで制御し，必要な性能を発揮している。従って，再資源化施設

の点検整備及び調整を行うためには，プラントメーカーの独自技術及び施設全体を制御しているソ

フトウェアを扱えることが必要で，施設全体としての性能を発揮できるよう調整を行うためには，

各々を分離することはできない。本委託業務において必要な設備機器及びソフトウェア等に関する

詳細な技術情報は，他者には公開されておらず，プラント設備に関する詳細な情報を有する者が製

造業者しか存在しないため，建設したプラントメーカー以外には契約を履行できるものがなく，契

約の相手方が特定される。 

前述の理由により，当該設備の設計，施工を行ったプラントメーカーであるクボタ環境サービス

株式会社と随意契約を締結している。 

なお，建設したプラントメーカーである株式会社クボタは，平成２２年４月１日にリサイクル関

連機器，施設の設計・製造・販売及びアフターメンテナンス事業を全面的に１００％子会社のクボ

タ環境サービス株式会社へ事業移管したため，本委託業務はクボタ環境サービス株式会社と随意契

約を締結する。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度京都市南部クリーンセンター第一工場ごみ焼却炉設備保守管理委託（その２） 

 

２ 担当所属名 

環境政策局南部クリーンセンター工場課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１０月２７日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１１月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市淀川区宮原一丁目１番１号  

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６２，３１６，０００円 

 

７ 契約内容 

ごみの処理を行うためのプラント設備の点検，保守，整備等を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

ごみ処理施設は，主要設備がプラントメーカー独自の開発技術によるものであり，形状・寸法・

運転条件等多くの事項がメーカーの特許やノウハウ等を駆使することによって，所定の性能を発揮

できるようにしたいわゆる総合プラントであり，主要設備の点検，調整，修理等の保守管理業務に

おいては，特に専門的な独自技術が必要となる。 

ごみ処理施設においては，プラントメーカー自らが開発した独自技術による設備のほか，プラン

トメーカーの設計及び設計思想の下にプラントメーカーの指示に基づき，他者が製作した設備等を

使用したうえで，これら一連の設備をプラントメーカーが開発したソフトウエアで制御し，必要な

性能を発揮している。したがって，ごみ処理施設の点検整備及び調整を行うためには，プラントメ

ーカーの独自技術及び施設全体を制御しているソフトウエアを扱えることが必要で，施設全体とし

ての性能を発揮できるよう調整を行うためには，各々を分離することはできない。 

また，ごみ処理施設の性質上，常に必要な性能を安定的に維持する必要があることから，各機器

の故障を未然に防ぐための予防保全の他，故障や性能低下等の非常事態が発生したときには，故障

復旧等迅速な対応が必要であるが，そのためには，各機器の構造等，詳細な技術情報及び全体を制

御しているソフトウエア（プラント用電子計算機システム）についての知見を有していなければな

らない。 

以上のとおり，本委託業務において必要な設備機器及びソフトウエア等に関する詳細な技術情報

は，他者には，公開されておらず，プラント設備に関する詳細な情報を有する者が製造業者しか存



在しないため，建設したプラントメーカー以外には，契約を履行できるものがなく，契約の相手方

が特定される。 

したがって，本委託業務は，地方自治法施行令１６７条の２第１項第２号（京都市物品等の調達

に係る随意契約ガイドライン２－(１)－イ）により，JFEエンジニアリング㈱と随意契約を締結する

ものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度京都市東北部クリーンセンター１号炉第１放射室左側壁水管整備委託 

 

２ 担当所属名 

 環境政策局東北部クリーンセンター 

 

３ 契約締結日 

平成３０年１月１７日 

 

４ 履行期間 

平成３０年１月１７日から平成３０年３月８日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区曽根崎2丁目12番7号 清和梅田ビル 

川崎重工業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，７２４，０００円 

 

７ 契約内容 

１号炉ボイラーの左側壁水管に漏水が発生したため，これを整備する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 ごみ処理施設は，主要設備がプラントメーカー独自の開発技術によるものであり，形状・寸法・ 

運転条件等多くの事項がメーカーの特許やノウハウ等を駆使することによって，所定の性能を発 

揮できるようにしたいわゆる総合プラントである。その中でも，焼却炉，ボイラー設備，蒸気タ 

ービン設備，排ガス設備，ソフトウエア等，主要設備の点検，調整，修理等の保守管理業務にお 

いては，特に専門的な独自技術が必要となり，契約の履行に必要な技術情報を有する者が，川崎 

重工業株式会社に特定され，他の者では契約を履行することができず競争入札に適さないため川 

崎重工業株式会社と随意契約を締結する。 

 

９ 根拠法令 

 □地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１０条第１項第   号 

 ■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

 本委託業務において必要な設備機器及びソフトウエア等に関する詳細な技術情報は，他社には 

公開されておらず，プラント設備に関する詳細な情報を有する者が製造業者しか存在しないため， 

建設したプラントメーカー以外には契約を履行できるものがなく，川崎重工業株式会社のみが本 

委託業務を的確かつ効率的に実施できる技術情報等を有している。したがって，契約の履行が可 



能な者は川崎重工業株式会社に限られている。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市東部山間埋立処分地浸出水処理施設点検整備委託 

 

２ 担当所属名 

環境政策局埋立事業管理事務所 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１０月２日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１０月３日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 

クボタ環境サービス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

３０，２４０，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市東部山間埋立処分地の浸出水を適正に処理し公共下水道へ放流するための施設である浸出

水処理施設のプラント性能を維持するため，整備計画に基づき点検整備を実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

浸出水処理システムに所要の性能を発揮させるための整備については，プラントメーカーの独自

技術に関する知識，情報等を有していることが必要である。本委託業務において必要な設備機器及

びソフトウェア等に関する詳細な情報は，他社には公開されておらず，プラント設備に関する詳細

な情報を有するものが製造業者しか存在しないため，他に契約を履行できる者がいないため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度京都市魚アラリサイクルセンタープラント設備保守管理委託（その３） 

 

２ 担当所属名 

環境政策局魚アラリサイクルセンター 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月２６日 

 

４ 履行期間 

平成３０年１月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区永田町２丁目１４番２号 

伊藤忠マシンテクノス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，８６４，０００円 

 

７ 契約内容 

魚アラリサイクルセンタープラント設備の定期点検整備 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

   京都市魚アラリサイクルセンターは，廃棄物処理法上の一般廃棄物処理施設で，かつ，化製場

法に定める化製場として位置づけられた施設であり，市内の卸売市場や鮮魚店から排出される魚

アラを適正に処理し，魚粉（飼料）として再資源化している。 

   本施設は，旧施設の敷地を利用して建替えを行っており，単に魚アラを処理するだけでなく， 

  新の技術を導入し，臭気対策など，環境に配慮したプラントとする為に各設備を限られたスペ 

  ースの中に設置可能となるよう，プラントメーカーが独自の開発技術により設計製作している。 

   従って，その形状・寸法・運転条件等多くの事項にメーカーの特許やノウハウ等が生かされて 

  おり，これらのメーカー特許やノウハウ等が駆使されることによって所定の性能が発揮されるよ 

  うにした総合プラントであり，各設備の点検・調整・修理等の保守管理業務においては，専門的 

  な公開されていないプラントメーカー独自の技術が必要である。 

   さらに，本施設の運転に必要なソフトウェアは，各機器の運転操作並びに自動運転を掌るプラ 

  ント用集中管理システム及びプラント運転管理に必要なデータ処理を行うデータ処理装置といっ 

  た，プラントメーカーが開発した独自のソフトウェアの集合体で構成され，本施設全体の運転を 

  制御している。これらのソフトウェアの内容に関する技術情報は他者には公開されていないため， 

  他の者では点検・調整・修理を行うことができない。 

   以上より，本件業務は，プラント工事請負業者以外には契約を履行できる者がないため，伊藤

忠マシンテクノス株式会社と随意契約を締結している。 



 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 


