
001 平成29年10月03日 京都市勧業館「みやこめっせ」改修・整備計画作成業務委託 8,100,000 産業総務課
住建設計・幹設備・コンステック
共同事業体

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

002 平成29年12月01日 「京都館プロジェクト２０２０」事業 16,500,000 
産業観光局
産業戦略部
産業政策課

㈱イースト
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成30年02月28日 京都市中央卸売市場第一市場仮設集積所囲い設置 6,215,400 
産業観光局
中央卸売市
場第一市場

株式会社いまじん建設
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第７号

004 平成29年12月28日 京都市中央卸売市場第二市場整備工事ただし，作業員棟改修工事 15,422,400 

産業観光局
中央卸売市
場第二市場
業務課

株式会社木寺建設
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

005 平成30年01月10日 土壌汚染状況２次調査及び地歴調査業務委託 8,205,840 

産業観光局
中央卸売市
場第二市場
業務課

株式会社島津テクノリサーチ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第６号

006 平成30年03月15日 京都市中央卸売市場第二市場　土壌汚染詳細調査業務 6,018,840 

産業観光局
中央卸売市
場第二市場
業務課

株式会社島津テクノリサーチ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第６号

007 平成30年03月22日 京都伝統産業ふれあい館展示改修基本設計・実施設計等業務 11,869,200 
産業観光局
商工部伝統
産業課

株式会社丹青社　関西支店
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

008 平成30年01月10日 エネルギー分散型Ｘ線分析装置の購入について 9,900,000 
産業観光局
新産業振興
室

日本電子株式会社　大阪支店
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

009 平成29年11月24日 海外メディアプロモーションに関する業務 7,500,000 
産業観光局
観光MICE推
進室

公益財団法人京都文化交流コンベ
ンションビューロー

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

010 平成29年10月31日 平成２９年度森林保全ニホンジカ等捕獲・防除対策に係る業務 7,959,600 
産業観光局
農林振興室
林業振興課

公益財団法人京都市森林文化協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

011 平成29年12月14日 平成２９年度京都三山の森再生業務 12,528,000 
産業観光局
農林振興室
林業振興課

一般社団法人京都森林整備隊
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

012 平成29年12月15日 平成２９年度四季・彩りの森復活プロジェクト四季の森施業等業務 13,264,000 
産業観光局
農林振興室
林業振興課

公益財団法人京都市森林文化協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

013 平成29年12月07日 平成２９年度京都市東山地域イノシシ緊急捕獲業務 9,871,200 
産業観光局
農林振興室
林業振興課

株式会社野生動物保護管理事務所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

契約金額（税込）
（単位：円）

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

京都市勧業館「みやこめっせ」改修・整備計画作成業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業戦略部産業総務課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１０月３日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１０月３日から平成３０年３月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579-1 

株式会社 住建設計 

 

京都市勧業館「みやこめっせ」改修・整備計画作成業務 

住建設計・幹設備・コンステック共同事業体 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，１００，０００円 

 

７ 契約内容 

本件契約は，施設のライフサイクルコストの縮減，予防保全及び長寿命化を目的とし，施設の現

況調査を行い，劣化度を評価したうえで，修繕，更新及び改修の必要性を判断し，また，調査によ

って確認された諸課題を整理し，効率的かつ効果的な改修計画を策定したうえで，中長期にわたる

整備計画を作成する業務の委託契約を締結するものである。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  本件業務の遂行にあたっては，受託者の経験，能力が成果物に与える影響が大きいことから価格

等による業者選定になじまず，価格競争以外の随意契約とすることが適当であるため，公募型プロポ

ーザル形式により委託事業者を選定する。  

 

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 

「京都館プロジェクト２０２０」事業 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業戦略部産業政策課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月１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 

東京都港区赤坂１丁目７番１号 赤坂榎坂ビル２Ｆ 

株式会社イースト 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

現京都館の閉館を見据え，首都圏における京都情報の発信を継続・発展するとともに，新しい京

都館の具体化に向けて，民間事業者との連携を基本に，新たに付加する機能を試験的に取り組む「京

都館プロジェクト２０２０」事業を実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，平成３０年３月の現京都館の閉館に向けて，早急に実施を要する事業であり，また，

平成２７年度事業「京都館事業の新展開に向けた検討」及び平成２８年度～平成２９年度「新京都

館に向けたモデル事業の実施及び実行可能性調査業務」から継続するものである。本事業の委託業

者を新たに選定するとこれまでの検討内容が引き継がれず，スケジュールに遅れが出る可能性があ

る。 

よって，契約の内容及び性質が競争入札に適さないため，地方自治法施行令１６７条の２第１項

第２号及び京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドラインにおける随意契約を行うことができる

場合の基準２（１）ウの規定により随意契約を行う。 

 

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 

平成２９年度予算を最も効果的に活用し，事業目的を達成するために本事業に不可欠な要素を次



の３点に整理し，委託事業者を検討した結果，継続性及び効率性の観点から平成２９年９月末まで

の「新京都館に向けたモデル事業の実施及び実行可能性調査業務」に引き続き，（株）イーストを委

託先として選定する。 

   本事業が，小山薫堂京都館館長と検討を重ねてきた「民間連携型スタイル」の京都館実現に

向けたプロジェクトであること 

   新京都館が目指す「民間連携型スタイル」は，小山館長と検討を重ねてきたものであり，引

き続き具体化に向けて検討するに当たり，これまでの経過や本市の課題について，十分に理解

していることが求められる。 

   オープンイノベーション手法「みんなの京都館プロジェクト」の継続性と活性化 

   様々なジャンルの人から常に新しいアイデアを集め，事業に反映させていく「みんなの京都

館プロジェクト」において，首都圏においても信頼できる事業者とのネットワークと巻き込む

力を有し，「みんなの京都館プロジェクト」の多彩なメンバーをコーディネートする力・信頼関

係を有していることが求められる。 

   検討・施行過程も含めて京都の「情報発信」にしつらえること 

   新京都館への期待を高めるとともに，連携する民間事業者の参画意欲を高めるため，平成２

７年度から実施する情報発信機能・成果を引き継ぐほか，効果的な情報発信が可能なメディア

とネットワークを有していることが求められる。 

 

11 その他 

特になし 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市中央卸売市場第一市場仮設集積所囲い設置 

 

２ 担当所属名 

産業観光局中央卸売市場第一市場 

 

３ 契約締結日 

平成３０年２月２８日 

 

４ 履行期間 

平成３０年２月２８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 

京都市下京区朱雀北ノ口町１３番地 

株式会社いまじん建設 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，２１５，４００円 

 

７ 契約内容 

京都市中央卸売市場第一市場の再整備事業に係る新水産棟の工事に際し，廃棄物の仮設集積 

所を設置する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

新水産棟の工事に伴い，場内の廃棄物集積所が不足するため，工事期間中における仮設集積 

所を設置するものである。 

なお，契約の締結に際し，３社にて見積り価格を比較したところ，いずれも時価と比較して 

著しく有利な価格の提示があったため，最安値の価格を提示した当該業者と随意契約を行って 

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７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 

京都市中央卸売市場第二市場整備工事ただし，作業員棟改修工事 

 

２ 担当所属名 

産業観光局 中央卸売市場第二市場 業務課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月２８日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月２９日から平成３０年３月２３日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市伏見区深草下川原町 60 番地 

株式会社木寺建設 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，４２２，４００円 

 

７ 契約内容 

作業員棟（事務所棟別館）の内装工事等 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

一般競争入札に付したものの，応札者なしで不成立となったため 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

見積り合わせの結果，本件契約相手方から提示された見積額が，設計金額を下回ったため 

 

11 その他 

 

 







随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

土壌汚染状況２次調査及び地歴調査業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局 中央卸売市場第二市場 業務課 

 

３ 契約締結日 

平成３０年１月１０日 

 

４ 履行期間 

平成３０年１月１１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 

京都市中京区西ノ京下合町１番地 

株式会社島津テクノリサーチ 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，２０５，８４０円 

 

７ 契約内容 

第二市場再整備工事に伴い必要となる，土壌汚染状況２次調査及び地歴調査の業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件は，現存する市場本棟（市場，と畜場）及び汚水処理施設等の地中調査ならびに仮設事務所

棟建築地の地歴調査を行ったものであるが，調査項目について所管部局（環境政策局）との調整に

時間を要し，１月中旬での契約となった。同施設は稼働中であり，休業日等限られた日程で実施す

る必要がある一方，新年度には解体作業が始まるため，年度内に業務を終えなければならなかった。 

以上の事情から，履行期間内に業務を完了させるためには，当市場の運営状況を理解し，かつ地

中構造等に精通した者である必要があるが，本件相手方は，第二市場再整備事業の初期段階から地

歴調査等を実施している業者であり，履行期間内での確実な業務完了が期待できた。 

加えて，過去２箇年に本市の環境測定業務での応札実績のある１１社に仕様書を提供し，見積書

の提出があった４社の中で最も低廉な価格であったことから，契約の相手方として選定した。 

  

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６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 

京都市中央卸売市場第二市場 土壌汚染詳細調査業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局 中央卸売市場第二市場 業務課 

 

３ 契約締結日 

平成３０年３月１５日 

 

４ 履行期間 

平成３０年３月１６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 

京都市中京区西ノ京下合町１番地 

株式会社島津テクノリサーチ 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，０１８，８４０円 

 

７ 契約内容 

中央卸売市場第二市場の土壌汚染状況２次調査において，１３８箇所のうち１３箇所からヒ素が

検出された速報結果を受けて，９箇所の調査を先行して深度調査を実施するもの 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件は，現存する市場本棟（市場，と畜場）及び汚水処理施設等の地中調査を行ったものである。

平成３０年２月末の土壌汚染２次調査の速報結果を受けてからの契約のため，この時期での契約と

なっており，競争入札に付する時間的余裕がなかった。また，当該調査は再整備工事の工期に影響

を及ぼすものであり，影響を最小限にするため，当該調査を平成２９年度中に実施する必要があっ

たことに加え，同施設は稼働中のため，休業日等限られた日程で実施する必要もあった。 

以上の事情から，履行期間内に業務を完了させるためには，当市場の運営状況を理解し，かつ地

中構造等に精通した者である必要があったが，本件相手方は，第二市場再整備事業の初期段階から

地歴調査等を実施している業者であり，履行期間内での確実な業務完了が期待できた。 

加えて，他社からも見積りを徴収した結果，３社の中で最も低廉な価格であったため，契約の相

手方として選定した。 

 

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６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 

京都伝統産業ふれあい館展示改修基本設計・実施設計等業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局商工部伝統産業課 

 

３ 契約締結日 

平成３０年３月２２日 

 

４ 履行期間 

平成３０年３月２２日から平成３０年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区大深町3番1号 

株式会社丹青社 関西支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，８６９，２００円（税込） 

 

７ 契約内容 

京都伝統産業ふれあい館の展示改修に係る基本設計及び実施設計，内装等改修工事の基本設計並

びにふれあい館の施設管理運営計画 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

公募型プロポーザル方式により受託候補者を一般公募し，受託候補者を選定した。 

 

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 

エネルギー分散型Ｘ線分析装置の購入について 

 

２ 担当所属名 

産業観光局 新産業振興室 

 

３ 契約締結日 

平成３０年１月１０日 

 

４ 履行期間 

平成３０年１月１０日～平成３０年３月３０日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市淀川区西中島５－１４－５ ニッセイ新大阪南口ビル 

  日本電子株式会社 大阪支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，９００，０００円 

 

７ 契約内容 

エネルギー分散型Ｘ線分析装置の購入 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

競争入札に付し，入札者がいなかったことから（契約課と調整済み。）  

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

複数者から見積を取り寄せたところ，最も低廉な価格を提示したため 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

海外メディアプロモーションに関する業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局観光MICE推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１１月２４日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１１月２４日から平成３０年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町２４０番地 京都商工会議所ビル５階 

公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

海外有力メディアを活用したプロモーション業務（有力海外メディアの選定及び紙面の確保，記

事の出稿等） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，世界で最も影響力をもつ米国旅行雑誌のひとつ「Travel + Leisure（トラベル・アン 

ド・レジャー）」誌の「ワールドベストアワード」において，６年連続ベスト１０入りした本市への 

高い注目度を維持しつつ，まだまだ潜在需要の見込まれる欧米からのさらなる誘客を目指し，京都 

への旅行に関心をもつきっかけとなる訴求力の高いビジュアルや京都ならではの食や体験などを， 

影響力の高い海外の有力メディアを通じて発信するものである。 

したがって，本事業の実施に当たっては，京都が有する観光コンテンツに対する十分な理解に加 

え，海外の旅行事情に精通しているとともに，特定の事業者に偏らず，京都の魅力を公平な立場か 

らPRでき，海外有力メディアとの深いネットワークを有している主体を選定することが必要であり， 

主として価格以外の要素における競争によって契約の相手方を選定する必要がある。 

 

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 

公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー（以下「KCB」という。）は，これまでから 



多くのメディア関係者を誘致した京都ブランドのPR事業を実施しており，メディア関係者との密接 

な繋がりを有するのみならず，メディア対応の経験を生かしてマーケットに訴求するコンテンツを 

効果的かつ適切に発信できるなど，メディアを活用したPR事業のノウハウを持っている。 

さらに，KCBは本市をはじめ京都府・京都商工会議所の支援及び資金をもって設立・運営されてい 

るものであり，観光事業者等からなる３００以上の会員を有することから，京都の観光事情にも精 

通しているのはもちろんのこと，地元事業者との緊密なネットワークを有しつつも，特定の事業者 

には偏らず，公平な立場から京都の魅力をPRできる。 

このような主体は，KCBのほかにはないことから， 委託先としてKCBを選定した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名      

平成２９年度森林保全ニホンジカ等捕獲・防除対策に係る業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室林業振興課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１０月３１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 

京都市左京区花脊八桝町２５０番地 

公益財団法人京都市森林文化協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，９５９，６００円 

 

７ 契約内容 

ニホンジカ等の捕獲許可に係る捕獲作業及び捕獲個体の処分作業，防鹿柵設置（既存破損防鹿柵

の撤去含む）作業 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の実施には，市有林の地形，森林及び湿原植生の生育状況に精通し，その保全，管理及び

有害鳥獣からの防除について，適切な判断ができる相手方と契約する必要があり，地方自治法施行

令第１６７条の２第１項第２号に基づき，京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン２－２

－（１）－ウによる随意契約を行った。 

契約を締結した公益財団法人京都市森林文化協会は，これまでから久多市有林の保護巡視業務や

山村都市交流の森エリア維持管理業務を担い，久多市有林の地形，森林及び湿原植生の生育状況に

精通するとともに，森林の保全及び整備に関する専門的知識を有しており，また，防鹿柵の設置及

び補修に必要な経験や実績を有していることから，本委託業務を実施することができる唯一の団体

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 

平成２９年度京都三山の森再生業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室林業振興課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月１４日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月１５日から平成３０年３月２３日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市北区大宮土居町２－１４ 

一般社団法人京都森林整備隊 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，５２８，０００円 

 

７ 契約内容 

森林整備及び案内表示板の設置 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の実施に当たっては，実施箇所の表層地質や地形の凹凸などの森林立地条件等に応じ，植

栽する樹種の選定や景観に配慮した植栽方法，適切な獣害対策において，高度な専門技術と経験を

有する相手方と契約する必要があることから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び

京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン２の２（４）に基づき，随意契約を行った。 

委託先の選定に当たっては，公募型プロポーザルを実施し，「京都三山の森再生業務受託候補者選

定委員会」において審査を行った結果，一般社団法人京都森林整備隊を本業務の委託先として選定

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年度四季・彩りの森復活プロジェクト四季の森施業等業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室林業振興課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月１５日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月１６日から平成３０年３月２３日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区花脊八桝町２５０番地 

公益財団法人京都市森林文化協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１３，２６４，０００円 

 

７ 契約内容 

森林整備及び案内表示板の設置 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の実施に当たっては，実施箇所の表層地質や地形の凹凸などの森林立地条件等に応じ，植

栽する樹種の選定や景観に配慮した植栽方法，適切な獣害対策において，高度な専門技術と経験を

有する相手方と契約する必要があることから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び

京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン２の２（４）に基づき，随意契約を行った。 

委託先の選定に当たっては，公募型プロポーザルを実施し，「四季・彩りの森復活プロジェクトに

係る四季の森施業等業務受託候補者選定委員会」において審査を行った結果，公益財団法人京都市

森林文化協会を本業務の委託先として選定した。 

 

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年度京都市東山地域イノシシ緊急捕獲業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室林業振興課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月７日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月８日から平成３０年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

株式会社 野生動物保護管理事務所 代表取締役 濱﨑 伸一郎 

 

６ 契約金額（税込み） 

金９，８７１，２００円 

 

７ 契約内容 

応急フェンス設置，捕獲誘導柵設置，イノシシ捕獲など 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の実施には，東山地域の地形や野生イノシシの生態に精通し，イノシシの侵入経路を踏

まえ，市街地に出没する可能性が高いイノシシを安全かつ効率良く捕獲するための知識と技術が

必要である。また，住居集合地域等においては猟銃を使用することはできず，麻酔銃を使用して

不動化（止めさし）を行うため，熟練した技術・能力を有している相手方と契約する必要がある

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 

株式会社野生動物保護管理事務所は，京都府より府内の野生イノシシ生息調査委託業務の唯一

の受託先であり，一度に複数頭捕獲するために，捕獲誘導柵の設置，餌付けによる大型捕獲柵へ

の誘導及び遠隔操作による大型捕獲柵を用いた捕獲のための専門的知識と捕獲実績を有してい

る。また，京都府下で唯一，住居集合地域等における麻酔銃の使用実績があり，イノシシを安全

に不動化できる団体である。したがって当団体は，本随意契約理由のすべての条件を満たした唯

一の団体であることから，本業務の委託先として選定する。 

 



11 その他 

 

 


