
001 令和2年04月01日 岡崎公園芝生再生・保護業務 32,670,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化芸術企画
課

公益財団法人京都市都市緑化協会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

002 令和2年04月01日 「文化芸術授業（ようこそアーティスト）」事業実施に係る委託業務 17,926,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化芸術企画
課

公益財団法人京都市芸術文化協会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

003 令和2年04月01日 「伝統公演授業（ようこそ和の空間）」事業実施に係る委託業務 11,826,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化芸術企画
課

公益財団法人京都市芸術文化協会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

004 令和2年04月24日 「京都映画賞（仮称）」に関する運営業務委託 5,700,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化芸術企画
課

株式会社ジェイアール東日本企画
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

005 令和2年04月27日
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う京都市文化芸術活動緊急奨励金
に係る受付及び実態調査業務委託

6,000,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化芸術企画
課

公益財団法人京都市芸術文化協会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

006 令和2年06月22日 京都コンサートホール整備工事　ただし，自動火災報知設備改修工事 22,068,200 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化芸術企画
課

ニッタン株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

007 令和2年07月09日 「円山コンサート」企画・運営業務 6,904,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化芸術企画
課

株式会社アクティブケイ
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

008 令和2年07月30日 京都コンサートホール整備工事　ただし，受変電設備改修工事 69,300,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化芸術企画
課

日新電機株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

009 令和2年09月14日 文化会館の機能維持・長寿命化に向けた改修・整備計画作成業務 39,600,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化芸術企画
課

株式会社安井建築設計事務所
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

010 令和2年09月09日 京都コンサートホール大・小ホール客席座交換整備委託 96,580,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化芸術企画
課

コトブキシーティング株式会社
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２号

011 令和2年09月18日 京都市右京ふれあい文化会館空調設備整備委託 7,590,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化芸術企画
課

京栄水道株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号

012 令和2年04月01日 令和2年度国有文化財及び名勝雙ヶ岡等管理委託料 43,895,232 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化財保護課

公益財団法人京都市埋蔵文化財研
究所

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

013 令和2年04月01日 令和2年度埋蔵文化財出土遺物文化財指定準備業務委託 27,540,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化財保護課

公益財団法人京都市埋蔵文化財研
究所

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

014 令和2年04月01日 令和2年度出土遺物の保管管理業務等委託 70,877,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化財保護課

公益財団法人京都市埋蔵文化財研
究所

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

015 令和2年04月01日 令和2年度重要遺跡出土文化財整理業務委託 10,200,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化財保護課

公益財団法人京都市埋蔵文化財研
究所

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号
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016 令和2年05月11日 京都文化遺産保存活用事業企画検討業務委託 5,999,950 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化財保護課

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

017 令和2年06月24日
京都市市有建築物耐震診断業務委託　ただし，名勝無鄰菴庭園の建造物
に係る耐震診断及び概略補強計画策定業務委託

29,480,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化財保護課

株式会社日建設計
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

018 令和2年05月11日 世界遺産「古都京都の文化財」包括的保存管理計画策定業務 17,490,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化財保護課

株式会社プレック研究所
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

019 令和2年09月23日 史跡西寺跡発掘調査支援業務委託 5,313,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室文化財保護課

公益財団法人京都市埋蔵文化財研
究所

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

020 令和2年04月01日 京都市動物園出札改札案内業務委託 32,215,634 
文化市民局文化芸術都
市推進室動物園総務課

株式会社ワン・ワールド
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

021 令和2年04月01日 令和2年度京都市動物園植栽管理業務委託 7,942,000 
文化市民局文化芸術都
市推進室動物園総務課

株式会社洛北造園
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

022 令和2年04月01日 二条城清掃業務委託 127,894,800 
文化市民局
文化芸術都市推進室
元離宮二条城事務所

イオンディライト株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

023 令和2年04月01日 元離宮二条城出改札案内等業務委託 615,711,290 
文化市民局
文化芸術都市推進室
元離宮二条城事務所

株式会社ワン・ワールド
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

024 令和2年04月08日 二条城二の丸御殿障壁画模写制作委託（令和2年度） 26,477,000 
文化市民局
文化芸術都市推進室
元離宮二条城事務所

有限会社川面美術研究所
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

025 令和2年04月13日 世界遺産二条城庭園他維持管理業務委託 104,280,000 
文化市民局
文化芸術都市推進室
元離宮二条城事務所

樋口造園株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

026 令和2年04月17日
令和2年度　国庫補助特殊事業（二条城二の丸御殿障壁画954面のうち計
21面の保存修理）業務に伴う委託

79,545,000 
文化市民局
文化芸術都市推進室
元離宮二条城事務所

一般社団法人国宝修理装潢師連盟
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

027 令和2年06月24日 史跡旧二条離宮（二条城）整備計画策定業務 9,856,000 
文化市民局
文化芸術都市推進室
元離宮二条城事務所

株式会社プレック研究所
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

028 令和2年07月20日 元離宮二条城植栽管理計画作成業務委託 9,900,000 
文化市民局
文化芸術都市推進室
元離宮二条城事務所

株式会社中根庭園研究所
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

029 令和2年04月01日 「京都市犯罪被害者総合相談窓口」設置及び運営委託 6,852,000 
文化市民局
くらし安全推進部
くらし安全推進課

公益社団法人京都犯罪被害者支援
センター

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

030 令和2年04月01日 令和2年度消費生活総合センター事務室賃借料 28,488,240 
文化市民局
くらし安全推進部
消費生活総合センター

大阪ガス都市開発株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号
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031 令和2年04月01日 令和2年度京都市民法律相談事業 27,029,185 
文化市民局
くらし安全推進部
消費生活総合センター

京都弁護士会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

032 令和2年04月01日
令和2年度京都市における次期各区基本計画策定に向けた取組支援業務委
託

18,964,000 
文化市民局地域自治推
進室

株式会社地域計画建築研究所
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

033 令和2年08月19日 ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託 10,516,352 
文化市民局地域自治推
進室

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

034 令和2年08月17日
京都市西京区総合庁舎整備工事設計業務委託
ただし，建築及び設備基本設計・実施設計業務委託

132,000,000 
文化市民局地域自治推
進室

株式会社東畑建築事務所
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

035 令和2年04月01日 令和2年度（4月から6月まで）市民しんぶん等配布委託
予定
総額

12,665,323 
文化市民局地域自治推
進室

株式会社デリバリーサービス
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

036 令和2年05月20日 令和2年度（7月から3月まで）市民しんぶん等配布委託
予定
総額

42,110,684 
文化市民局地域自治推
進室

株式会社デリバリーサービス
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第８号

037 令和2年04月01日 戸籍システム　サポートセンター業務委託 6,435,000 
文化市民局地域自治推
進室

戸籍システムサポートセンター業
務委託に係るコンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

038 令和2年04月01日 戸籍システム　パッケージ保守 25,908,300 
文化市民局地域自治推
進室

日本電気株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

039 令和2年04月01日 戸籍システム　運用保守業務委託 13,376,000 
文化市民局地域自治推
進室

戸籍システム運用保守業務委託に
係るコンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

040 令和2年04月01日 市民窓口システム用機器に係るＳＥサポート 7,425,000 
文化市民局地域自治推
進室

市民窓口システム用機器に係るＳ
Ｅサポートコンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

041 令和2年04月01日 土日開所・市民窓口システムバックアップ機器等保守 8,292,834 
文化市民局地域自治推
進室

市民窓口システムハードウェア及
びプログラムプロダクト保守コン
ソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

042 令和2年04月01日 証明書コンビニ交付システム保守業務 10,350,120 
文化市民局地域自治推
進室

日本電気株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

043 令和2年06月29日
証明書発行コーナーにおけるマイナンバーカード交付予約受付に係る運
営業務委託

43,673,300 
文化市民局地域自治推
進室

パーソルワークスデザイン株式会
社

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

044 令和2年07月27日 マイナンバーカード出張申請サポート等に係る企画・運営業務委託 77,890,584 
文化市民局地域自治推
進室

日本トータルテレマーケティング
株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

045 令和2年09月18日
マイナポイントを契機としたマイナンバーカード普及推進に係る啓発事
業の企画・運営業務

19,800,000 
文化市民局地域自治推
進室

株式会社実業広告社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号
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046 令和2年05月01日 京都市特別定額給付金コールセンター（仮称）運営業務 193,312,801 
文化市民局地域自治推
進室

キャリアリンク株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号

047 令和2年05月11日
京都市特別定額給付金センター運営業務委託（申請受付・審査，システ
ム構築等関係）

（当初）
745,001,950

（変更後)
750,940,850

文化市民局地域自治推
進室

京都市特別定額給付金センター運
営業務委託（申請受付・審査，シ
ステム構築等関係）に係る委託業
務コンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号

048 令和2年04月01日
京都市人権資料展示施設「ツラッティ千本」における人権啓発事業等実
施業務委託

7,388,000 
文化市民局共生社会推
進室

特定非営利活動法人
くらしネット21

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

049 令和2年04月01日
京都市人権資料展示施設「柳原銀行記念資料館」における人権啓発事業
等実施業務委託

7,304,000 
文化市民局共生社会推
進室

柳原銀行記念資料館
運営委員会

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

050 令和2年04月01日 令和2年度京都市ＤＶ相談支援センター業務委託

（当初）
40,888,000
（変更後）
45,888,000

文化市民局共生社会推
進室

社会福祉法人宏量福祉会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

051 令和2年08月19日 ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託 12,906,432 
文化市民局共生社会推
進室

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

052 令和2年09月04日 京都市男女共同参画センターの改修・整備計画作成業務委託 12,111,000 
文化市民局共生社会推
進室

株式会社都市設計
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

053 令和2年01月14日 京都市市民スポーツ会館整備工事　ただし，ブロック塀改修工事

（当初）
10,450,000
（変更後）
11,396,000

文化市民局
市民スポーツ振興室

株式会社エイケン
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第８号

054 令和2年04月01日 令和2年度京都府・市町村共同公共施設案内予約システム運用業務委託 22,259,600 
文化市民局
市民スポーツ振興室

京都スポーツネットワーク
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

055 令和2年06月16日 京都アクアリーナ　メインプール水深調整設備部品点検整備 13,200,000 
文化市民局
市民スポーツ振興室

三菱重工機械システム株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

056 令和2年06月22日 市民スポーツ会館バスケットゴール購入 5,500,000 
文化市民局
市民スポーツ振興室

ミズノスポーツサービス株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号

057 令和2年07月30日 ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託 7,498,876 
文化市民局
市民スポーツ振興室

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
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

058 令和2年08月01日 水垂運動公園（仮称）整備における官民連携による基盤整備等検討業務 15,999,500 
文化市民局
市民スポーツ振興室

株式会社日本総合研究所
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

059 令和2年09月08日 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場における芝養生管理業務委託 6,050,000 
文化市民局
市民スポーツ振興室

奥アンツーカ株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号

060 令和2年09月23日 横大路運動公園整備工事に伴う廃掃法事前調査計画検討作成業務委託 5,500,000 
文化市民局
市民スポーツ振興室

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５号

061 令和2年04月01日 京都市京セラ美術館事業企画推進業務委託 224,582,000 
文化市民局美術館総務
課

株式会社長谷ビル
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

岡崎公園芝生再生・保護業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和２年８月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市東山区円山町463番地 

公益財団法人京都市都市緑化協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

３２，６７０，０００円 

 

７ 契約内容 

岡崎公園の緑化保全及び公園環境の向上のため，土壌改良，不陸整正，芝生保護マットの施工等

の抜本的な対策を実施し，芝生の再生・保護を行うため，設計と施工を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該事業は，契約の相手方のノウハウや経験等により，具体的な方法や得られる効果，実施のス

ケジュール，後年度の維持管理の方法など，価格以外に，事業の成果に大きな影響を及ぼす要素が

多くあり，競争入札に付することが適さなかったことから，契約の相手方の業務内容や過去の実績，

取組体制等を比較して も優れた者を決定するため，各候補者に提案を求めるプロポーザル方式に

より選定した。 

 

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，受託事業者審査委員会において，あらかじめ定めた評価項目に基づき，提案内

容を審査した結果， 高評価であったこと等から委託契約先として選定した。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「文化芸術授業（ようこそアーティスト）」事業実施に係る委託業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏町５４６番地の２ 京都芸術センター内 

公益財団法人京都市芸術文化協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１７，９２６，０００円 

 

７ 契約内容 

市内の小・中・総合支援学校，幼稚園，保育所（園），児童館等を対象とした，文化芸術に関わる

ワークショップ（講話や実技指導等）の実施等に係る業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，伝統芸能や茶道，華道，演劇，ダンスなどの分野において京都で活躍する優れた芸術

家の方々に講師を依頼するとともに，市教育委員会，子ども若者はぐくみ局等との緊密な連絡調整

のもと，市内の小・中学校，総合支援学校や幼稚園，保育所（園），児童館等の希望に応じて，内容・

日程等の調整を行い，これらの芸術家を派遣して，文化芸術に関わるワークショップ（講話や実技

指導等）を実施するものである。 

従って，本事業を進めるに当たって，企画，運営において特に必要な能力としては，京都で活躍

する優れた芸術家に関する詳細な情報及びネットワークを活用した情報収集能力を有し，また，そ

の情報を活用することにより事業趣旨を理解したうえで，派遣する芸術家候補の適切な選定を行う

ことが求められる。 

公益財団法人京都市芸術文化協会は，「夏休み芸術体験教室」（本市との共催事業）をはじめとす

る子どもを対象とした各種文化事業の実施等により，従来から本市における文化芸術の発展に寄与

している団体である。 

また，同団体は，個人，団体のさまざまな分野の芸術家，芸術団体（計２５０団体）により構成

されており，情報の蓄積が豊富であるとともに，構成員間のネットワークも構築している。このよ

うなネットワークを有するものは同協会をおいてほかにない。 

なお，同団体が有する当該芸術家，団体に関する会員情報やセンター使用者に関する情報は，派

遣する芸術家候補の選定に必要不可欠であるが，これらの情報は，個人情報保護の観点から非公開



とされており，他の団体はこれを利用することができない。 

以上のことから，当該契約内容を履行できる者は同協会をおいて他にないため。 

 

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 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「伝統公演授業（ようこそ和の空間）」事業実施に係る委託業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏町５４６番地の２ 京都芸術センター内 

公益財団法人京都市芸術文化協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，８２６，０００円 

 

７ 契約内容 

市内の中学生を対象とした伝統芸能の公演鑑賞事業の実施に係る業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，伝統的な文化芸術（能，狂言，日本舞踊，邦楽など）の分野において京都で活躍する

優れた芸術家の方々に出演を依頼するとともに，市教育委員会との緊密な連絡調整のもと，伝統的

な文化芸術に関わる公演鑑賞事業を実施するものである。 

従って，本事業を進めるに当たって，企画，運営において特に必要な能力としては，京都で活躍

する優れた芸術家に関する詳細な情報及びネットワークを活用した情報収集能力を有し，また，そ

の情報を活用することにより事業趣旨を理解したうえで，出演する芸術家候補の適切な選定を行う

ことが求められる。 

公益財団法人京都市芸術文化協会は，「夏休み芸術体験教室」（本市との共催事業）をはじめとす

る子どもを対象とした各種文化事業の実施等により，従来から本市における文化芸術の発展に寄与

している団体である。 

また，同団体は，個人，団体のさまざまな分野の芸術家，芸術団体（計２５０団体）により構成

されており，情報の蓄積が豊富であるとともに，構成員間のネットワークも構築している。このよ

うなネットワークを有するものは同協会をおいてほかにない。 

なお，同団体が有する当該芸術家，団体に関する会員情報やセンター使用者に関する情報は，出

演する芸術家候補の選定に必要不可欠であるが，これらの情報は，個人情報保護の観点から非公開

とされており，他の団体はこれを利用することができない。 

以上のことから，当該契約内容を履行できる者は同協会をおいて他にないため。 



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 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「京都映画賞（仮称）」に関する運営業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月２４日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月２４日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市北区中之島２－３－１８中之島フェスティバルタワービル１９階 

株式会社ジェイアール東日本企画 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，７００，０００円 

 

７ 契約内容 

京都で培ってきた映画文化の継承と更なる振興を図るとともに，時代劇をはじめとした京都での

更なる映画製作につなげるため，京都ならではの時代劇を対象とした新たな顕彰制度を創設するも

の。（事務局及び機運醸成事業の運営業務） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該事業は，実行委員会事務局の運営や表彰式，上映会等について，能力，技術，センス，実績

や経験等に差異がでるものであり，契約の相手方によって履行の内容又は方法が異なり，仕様書等

で具体的に契約内容を規定することが困難なものであるため，プロポーザル方式で選定した。 

 

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，受託事業者審査委員会において，あらかじめ定めた評価項目に基づき，提案内

容を審査した結果， 高評価であったこと等から委託契約先として選定した。 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う京都市文化芸術活動緊急奨励金に係る受付及び実態調査

業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月２７日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月２７日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏町５４６番地の２ 京都芸術センター内 

公益財団法人京都市芸術文化協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う京都市文化芸術活動緊急奨励金に係る申請書類の受付及

び相談業務，申請書類の確認業務，審査会運営業務等のほか，文化芸術関係者への実態調査（アン

ケート及びヒアリング調査）及び結果分析を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け，展覧会・公演等の中止・延期を余儀な

くされた文化芸術関係者が自粛要請期から再開期の移行期間において行う活動を公募し，審査の上，

奨励金を交付するとともに，文化芸術関係者への実態調査及び結果分析を通じて実態の把握，奨励

の効果検証，今後の施策の検討を行うものである。 

そのため本事業の実施に当たっては，本市で活動する文化芸術関係者とのネットワークにより，

奨励金制度及び実態調査について訴求させること，文化芸術関係者からの相談に対して，豊富な知

識，経験を基に対応すること，実態調査の結果を適切に理解し，今後の施策検討につなげる分析・

企画力を有することが求められる。 

同団体は，本事業と類似する京都市芸術文化特別奨励者制度に係る事務を受託し，芸術活動に取

り組む方々への制度周知や申請受付を行うなど，着実な成果を上げているほか，個人，団体のさま

ざまな分野の芸術家，芸術団体（計２５０団体）により構成されており，情報の蓄積が豊富である

とともに，独自の構成員間のネットワークを有している。 

また，同団体が有する当該芸術家，団体に関する会員情報やセンター使用者に関する情報は，派

遣する芸術家候補の選定に必要不可欠であるが，これらの情報は，個人情報保護の観点から非公開

とされており，他の団体はこれを利用することができない。 



以上のことから，当該契約内容を履行できる者は同協会をおいて他にないため。 

 

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 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都コンサートホール整備工事 ただし，自動火災報知設備改修工事 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年６月２２日 

 

４ 履行期間 

着工命令の日から５か月以内 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市中央区本町２－１－６堺筋本町センタービル５階 

ニッタン株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２２，０６８，２００円 

 

７ 契約内容 

本工事は，京都コンサートホールに設置されている火災報知設備の受信機及び副受信機のみの改

修を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本工事は，京都コンサートホールに設置されている火災報知設備の受信機及び副受信機のみを改

修するものである。当該施設に設置されている火災報知設備は，今回改修機器と改修対象外の中継

器及び端末機器等で構成されており，各機器間で通信するシステムである。システムを構成する機

器間の制御及び信号については製造者独自の技術が用いられており，他社製品との互換性は保証さ

れないことから，製造業者でないと改修できないため。 

 

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 

既設設備と密接不可分の関係にあり，製造業者でないと既設の設備の使用に著しい支障が生じる

おそれがあるため，既設火災報知設備の製造業者であるニッタン株式会社と随意契約を締結する。 













随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

「円山コンサート」企画・運営業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年７月９日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月９日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町４０３ 田丸産業ビル4階 

 株式会社アクティブケイ 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，９０４，０００円 

 

７ 契約内容 

市民をはじめ多くの方々に野外コンサートを満喫していただくために実施する，「円山コンサー

ト」の企画や運営に係る業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，昭和２年に開堂し，多くのアーティストの活躍を支えてきた円山公園音楽堂を舞台に，

京都ならではの文化イベントを展開し，市民をはじめ全国からの観客を迎え，国内外に京都の文化

力を発信するために開催するものである。 

本事業を進めるに当たっては，アーティストとの折衝や会場の舞台設営，来場者や周辺住民への

対応をはじめ，専門的知識及び特別な技術を必要とすることが多く，契約の相手方のノウハウや経

験等により事業の成果が大きく異なるため，価格により契約の相手方を定める競争入札に付するこ

とは適していない。 

以上のことから，契約の相手方の業務内容や過去の実績，取組体制等を比較して も優れた者を

決定するため，各候補者に提案を求めるプロポーザル方式により選定した。 

 

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。受託候補者選定委員会において，あらかじめ定めた評価項目に基づき提案内容

を審査した結果，１者のみの応募であり， 低基準以上の評価であったことから選定した。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都コンサートホール整備工事 ただし，受変電設備改修工事 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年７月３０日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から令和２年１２月２５日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町 680 

日新電機株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６９，３００，０００円 

 

７ 契約内容 

本工事は，京都コンサートホールに設置されている受変電設備の一部を改修する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本工事は，京都コンサートホールに設置されている受変電設備の一部を改修するものである。 

当該施設に設置されている受変電設備は，既設機器と動作協調が必要であり，各機器間の制御及

び信号のやりとりについて製造業者独自の技術が用いられており，他社製品との互換性は保証され

ないことから製造業者でないと改修できないため。 

 

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 

  既設機器と密接不可分の関係にあり，製造業者でないと既設設備の使用に著しい支障や京都コン

サートホールの運営に支障が生じるおそれがあるため，既設受変電設備の製造業者である日新電機

株式会社と随意契約を締結する。 













随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

文化会館の機能維持・長寿命化に向けた改修・整備計画作成業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月１４日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から令和４年３月１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市中央区島町２丁目４番７号 

株式会社安井建築設計事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

３９，６００，０００円 

 

７ 契約内容 

５文化会館の機能維持・長寿命化に向けた改修・整備計画の作成 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，５つの文化会館について，「劣化度調査」を行い，修繕，更新及び改善の必要性を判断

し，現状の課題を解消する，効率的かつ効果的な「改修計画」を作成したうえで，長期にわたる機

能維持のための「長期整備計画」を作成するものであり，これらにより施設の長寿命化，ライフサ

イクルコストの縮減及び改修費用の平準化を図ることを目的とする。 

本業務の実施にあたっては価格だけでなく，過去の実績や実施体制等を比較して， 適な受注者

を選定する必要があることから公募型プロポーザルにより提出された提案書について評価した結

果，その合計得点が第１順位かつ 低評価点を上回った株式会社安井建築設計事務所と随意契約を

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 

上記８のとおり 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都コンサートホール大・小ホール客席座交換整備委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月９日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市北区天満橋１－８－３０  

コトブキシーティング株式会社  

 

６ 契約金額（税込み） 

９６，５８０，０００円 

 

７ 契約内容 

既調達物品である京都コンサートホールの大・小ホールの客席（以下「客席」という。） 

のうち背，肘，脚を残し，座のみを新調し交換を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  京都コンサートホールの客席は，設計段階から大・小ホールの音響性能や内装デザインに合わせ

て調整された特注品であるため，その交換部品である座については，同じ特注品である背，肘，脚

に合わせられる構造や同じデザインを有するものが市場にない。 

  また，京都コンサートホールは優れた音響性能を有するホールとして定評があり，座を交換する

ことにより音響性能に影響を与えることのないよう，既存の座と全く同等のものと交換する必要が

あり，既調達物品である客席の調達の相手方であるコトブキシーティング株式会社以外からは調達

することはできない。よって，コトブキシーティング株式会社を相手方として，客席の交換部品で

ある座を調達する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２号 

□地方自治法施行令第１６７条の２第１項第   号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市右京ふれあい文化会館空調設備整備委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月１８日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から令和２年１０月９日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区西院金槌町１１番地 

京栄水道株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，５９０，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市右京ふれあい文化会館会議室１，２，３，４，保育・休養室に空調機器の購入設置を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件は，動作不良を起こした会議室系統の空調設備の整備を行うものである。 

空調設備の動作不良により会議室等を利用している市民の方から苦情を受けており，空調設備が

停止したままの使用は，熱中症等健康被害の恐れがあるため，会議室等の貸し出しができず支障を

きたしている。 

早急に会議室等を利用できるようにするためには，緊急に空調設備の整備を行う必要があるため。 

  緊急対応可能な複数の業者から見積書を徴収し， 低価格を示した京栄水道株式会社と随意契約

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５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度国有文化財及び名勝雙ヶ岡等管理委託料 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町２６５番１ 

公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

４３，８９５，２３２円 

 

７ 契約内容 

雙ヶ岡や西寺跡等，本市が管理する史跡・名勝について適切な維持管理を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市内に数多く点在する史跡等について良好な維持管理を行うには，一般の樹木等の管理業

務に加えて，災害時の緊急措置に対応できる史跡等に関する専門的知識及び文化財の保護に関す

る専門技術を有している必要があり，京都市埋蔵文化財研究所がこの要件を満たしているため。 

 

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 

上記８のとおり 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度埋蔵文化財出土遺物文化財指定準備業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町２６５番１ 

公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，５４０，０００円 

 

７ 契約内容 

本市が所有し保管する数多くの出土遺物の中から，国の重要文化財指定（美術工芸品考古資料）

クラス，京都市指定文化財（美術工芸品 考古資料）クラスの出土遺物を選定し，指定に向けた

資料（出土遺物の文化財的価値の評価，分類，計測，写真撮影など）を作成する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該業務は，出土文化財を活用度に応じて４段階にランク分けした 上位であるＡランク出土

品（約２万箱）を対象として，文化財指定クラスの物品を抽出し，指定に向けた資料を作成する

業務であり，出土遺物及び市内の発掘調査に関する豊富な知識と多量の遺物を効率的に扱うこと

の出来る組織でなければできない。 

当該業務を委託する公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所（以下「研究所」という。）は，埋蔵

文化財の発掘調査及び研究を目的として京都市が昭和５１年に設立した公益財団法人であり，研

究所は設立以来，市内で行われた発掘調査の大半を担当しており，出土遺物の内容について掌握

するとともに，出土遺物の時期決定手段である京都市内の土器編年を確立し，その著作権を有す

る団体である。 

また，研究所には，遺物の整理，保管，管理及び活用を専門とする資料係があり，専門性に優

れているとともに，多量の遺物の取扱い技術を有している（１０万箱を超える遺物量の取り扱い

実績を有するのは福岡市教育委員会文化財保護課と研究所の２組織しかない。）。 

 

 

 



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 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度出土遺物の保管管理業務等委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町２６５番１ 

公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

７０，８７７，０００円 

 

７ 契約内容 

埋蔵文化財発掘調査等により出土した遺物を現在の活用及び今後の活用に備え，適正に保管，

管理することを目的とする。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，遺物の保管，管理についての豊富な知識と保存技術をはじめとした専門技術や知識

を有する必要がある。 

公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所は前述の要件を満たし，業務の根幹をなす保存処理等の

特殊技術や編年等の著作権を有することから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及

び平成１５年１０月２３日付け理財局長決定「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」

の第２条１号イの（ア）の「契約の履行のために，特許権，著作権その他の排他的権利の使用を

必要とするもの」，及び同（イ）の「特殊な技術又は秘密の技術の関する情報その他の者が有し得

ない専門的な知識，技術等を必要とするもの」（根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１

項第２号）に該当するため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 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度重要遺跡出土文化財整理業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町２６５番１ 

公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，２００，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市内で実施されている発掘調査では，貴重な文化財や歴史的に重要な文化財が多数出土し

続けているが，活用のための整理作業が進んでいない。今後のより適切な保管と活用を図るため，

重要遺跡と小規模遺跡，その他の顕著な成果のあった遺跡の出土遺物について，重点的なランク

分け作業を実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，活用度に応じた遺物の取捨選択を速やかに実施する基礎能力として，時期決定に必

要な土器編年を保持し，出土遺物等の内容を熟知するとともに，遺物の取り扱いについての専門

的知識を有する必要がある。 

公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所は，前述の要件を満たし，業務の根幹をなす著作権を有

することから，平成１５年１０月２３日付け理財局長決定「京都市物品等の調達に係る随意契約

ガイドライン(平成２９年３月２７日改正)」２の（１）イの（ア）の「契約の履行のために，特

許権，著作権その他の排他的権利の使用を必要とするもの」，及び同（イ）の「特殊な技術又は秘

密の技術の関する情報その他の者が有し得ない専門的な知識，技術等を必要とするもの」（根拠法

令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）に該当するため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 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名   

 京都文化遺産保存活用事業企画検討業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

令和２年５月１１日 

 

４ 履行期間 

令和２年５月１１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区梅田２丁目５番２５号 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社大阪 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，９９９，９５０ 円 

 

７ 契約内容 

文化財保護法及び京都市文化財保護条例により指定・登録している文化財に加え，人々の生活，

歴史と文化の理解のために欠くことができない有形・無形のものすべてを「京都文化遺産」と位

置づけ，保存活用していくために，大学・研究機関，企業，ＮＰＯ等の多くの関係主体とも連携

しながら取り組んでいく方策を取りまとめるものである。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

公募型プロポーザル方式を実施し， も優秀な提案を提出した事業者を選定 

 

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 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市市有建築物耐震診断業務委託 ただし，名勝無鄰菴庭園の建造物に係る耐震診断及び概略

補強計画策定業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

令和２年６月２４日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目６番２号 

株式会社日建設計 大阪オフィス 

 

６ 契約金額（税込み） 

２９，４８０，０００円 

 

７ 契約内容 

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第５条第３項第１号の規定に基づき，名勝無鄰菴庭園

の建造物の地震に対する安全性及び劣化に係る状況を明らかにし，耐震性や耐久性に係る改修を必

要とする場合は，耐震性に係る概略補強計画や耐久性に係る改修計画を策定する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本委託業務は，事業者のこれまでの受託実績や企画提案等のノウハウ等を総合的に判断する必要

があり，競争入札に適さないため，受託候補者を選定するための公募型プロポーザルを行った。 

 

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 

１社から企画提案を受け，選考の結果，株式会社日建設計大阪オフィスを受託候補者に決定した。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

世界遺産「古都京都の文化財」包括的保存管理計画策定業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

令和２年５月１１日 

 

４ 履行期間 

令和２年５月１１日～令和３年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市西区靱本町一丁目１４番１５号 

株式会社プレック研究所 大阪事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１７，４９０，０００円 

 

７ 契約内容 

検討委員会の運営補助・計画案の作成・翻訳・印刷等 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

   契約の相手方と締結した他の契約又は契約の履行の対象となる者との間で締結した協定，覚書

その他の文書において，契約の相手方を予定しているものであるため。 

 

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 

本委託業務は２箇年事業の２年目であり，昨年度の同事業仕様書において，受託者が良好に業務 

を遂行した場合，次年度も引き続き契約を行うこととしている。昨年度の受託者である株式会社プ

レック研究所大阪事務所は適切に業務を完了したと認められるため。 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

史跡西寺跡発掘調査支援業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月２３日 

 

４ 履行期間 

令和２年９月２３日から１０月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町２６５－１ 

公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，３１３，０００円 

 

７ 契約内容 

史跡西寺跡における発掘調査支援業務の委託を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件は京都市内における埋蔵文化財発掘調査の支援業務であり，相応の専門的知識を要すること，

また調査の進捗状況に合わせて迅速かつ正確に対応する能力が必要である。このため，市内で継続

的に発掘調査を実施する経験を豊富に有する団体であることが求められる。 

（公財）京都市埋蔵文化財研究所は，昭和５１年の設立以来，数万件にも及ぶ発掘調査や立会調

査を担当し，遺跡の探査やこれを検証するための知識を有する。また，市内調査に適したＧＰＳ測

量の実施能力があり，検出遺構を正確かつ迅速に図化することが可能である。さらに，市内出土の

遺物を体系的に把握し，独自の「土器編年表」を確立している。 

以上のことから，本件業務を遂行できるのは，（公財）京都市埋蔵文化財研究所のみであるため。 

 

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 

上記８のとおり 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市動物園出札改札案内業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室動物園総務課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区綾小路通柳馬場東入る塩屋町６１－２ ブロックＭビル 

株式会社ワン・ワールド 

 

６ 契約金額（税込み） 

３２，２１５，６３４円（税込み） 

 

７ 契約内容 

(1) 出札（入園料の徴収及び収納事務）業務に関すること。 

(2) 改札業務に関すること。 

(3) 受付案内業務に関すること。 

(4) 寄付金の収納事務に関すること。 

(5) 安全管理業務に関すること。 

(6) 園内巡回業務に関すること。 

(7) 繁忙期における退園口の誘導及び逆流監視業務に関すること。 

(8) 駐輪場の整理案内及び送迎車両に関する啓発・指導に関すること。 

(9) その他，上記に付随する業務に関すること。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市動物園は，年間約９０万人を超える来園者が入園する，京都を代表する文化観光施設の一

つである。契約の履行に当たっては，京都市民を含む多くの観光客等と日常的に接することから，

当該業務において全ての来園者が受ける印象が，動物園，岡崎地域を含め京都観光全体の評価とな

りうる。 

また，利用者の満足度を充実させ，リピーターを確保することにより収入の増加を目指すために

は，単に業務を遂行するにとどまらず，接客，案内等に対して満足度の高いサービスを提供する必

要がある。このため，接遇のレベルを重視して契約の相手方を選定する必要があるが，接遇のレベ

ルは，契約の相手方のノウハウ，考え方に大きく左右され，必ずしも契約価格に比例しない。 

加えて，震災や台風等の災害時には，入園者を安全かつスムーズに避難誘導させる必要があるこ



とから，これらの業務について，適切な対応が可能かどうかを判断する必要がある。 

以上のことから，単に価格により契約の相手方を定める競争入札に付することは適しておらず，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当するため，随意契約によることとする。 

 

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 

業者選定プロポーザルの結果に基づき契約するため。 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度京都市動物園植栽管理業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室動物園総務課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区壬生花井町３番地 

株式会社洛北造園 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，９４２，０００円 

 

７ 契約内容 

（１） 業務内容 

  ア 動物園の植栽計画の立案・実施 

 イ 植栽の維持管理業務 

  ウ その他付帯する業務全般。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務については，単に植栽の剪定や伐採を実施するだけでなく，京都の森をはじめとする整備

施設のコンセプトに基づいた植栽管理計画を策定し，必要な植樹等を実施することで，動物園全体

の魅力向上等の得られる効果が大きく異なるため，それらのノウハウが必要となる。 

加えて，動物園では来園者が増加しており，来園者の踏圧により樹木や芝生が枯死する等，職員

の管理では植栽が維持できないといった問題が発生しており，これらの問題解決に当たっては，ノ

ウハウによって計画的な維持管理計画を策定し，実施する必要がある。 

このため，契約の相手方の選定に当たっては，契約の相手方のノウハウ，考え方が大きく結果に

影響されるため，必ずしも契約価格に比例しない。 

以上のことから，単に価格により契約の相手方を定める競争入札に付することは適しておらず，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当するため，随意契約によることとする。 

 

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 

業者選定プロポーザルの結果に基づき契約するため。 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

二条城清掃業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和６年３月３１日まで（４年契約） 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市中央区南船場２－３－２ 南船場ハートビル 

イオンディライト株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２７，８９４，８００円 

 

７ 契約内容 

二条城建造物及び便所清掃業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

二条城は，世界遺産・国指定の史跡であるとともに，入城者が年間２００万人を超える京都を代

表する文化観光施設である。 

そのため，文化観光施設として常に美しく保つための清掃技術や十分な人員配置に加え，国宝・

二の丸御殿をはじめとする文化財に対し，常に高い意識を持って，文化財を傷めないよう丁寧な清

掃を行う必要があることや，国内外から訪れる来城者に対する高いホスピタリティを持った清掃員

の配置等が求められる。 

以上のことから，単に価格により契約の相手方を定める競争入札に付することは適しておらず，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当するため，二条城清掃業務の受託業者を公募

型プロポーザル方式で選定することを決定する。 

 

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 

プロポーザル方式にて提案を求め，令和２年１月２９日に開催した受託候補者選考委員会にお

いて，提案者に対するヒアリングを実施した。あらかじめ定めた評価項目に基づき提案内容を審査

した結果，審査員の評価点が高いことなどから，委託契約先として選定した。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

元離宮二条城出改札案内等業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和６年３月３１日まで（４年契約） 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区綾小路通柳馬場東入る塩屋町６０－２ ブロックＭビル 

株式会社ワン・ワールド 

 

６ 契約金額（税込み） 

６１５，７１１，２９０円 

 

７ 契約内容 

元離宮二条城出改札案内等業務（入城料及び観覧料等の徴収及び収納業務，二条城案内業務，世

界遺産・二条城一口城主募金受付業務等） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

二条城は，世界遺産・国指定の史跡であるとともに，入城者が年間２００万人を超える京都を代

表する文化観光施設である。 

契約の履行に当たっては，本業務が京都市内外の多くの観光客と毎日接するものであることから，

当該業務の従事者について観光客の受ける印象が，二条城，ひいては京都観光における評価の大き

な部分を占めることとなり，観光客５０００万人構想の実現を達成した京都市観光施策のより一層

の推進にも大きな影響を及ぼすものである。したがって，単に受託業務を遂行するにとどまらず，

観光客等への接客，案内等に対してより満足度の高いサービスを提供することが求められる。 

また，業務の履行場所が，国宝・二の丸御殿をはじめとする文化財建造物内及びその周辺である

ことから，文化財保護のための十分な見識を有するとともに，入城者に対する啓発や適切な案内を

行う能力等が必須のものとなる。 

更には，地震や台風などの災害時には，入城者を安全かつスムーズに避難誘導させる必要がある

など，緊急時における適切な対応も求められる。 

以上のことから，単に価格により契約の相手方を定める競争入札に付することは適しておらず，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当するため，随意契約によることとする。 

 

 



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 

プロポーザル方式にて提案を求め，令和２年１月２９日に開催した受託候補者選考委員会にお

いて，提案者に対するヒアリングを実施した。あらかじめ２名の有識者に意見聴取を行い定めた評

価項目に基づき提案内容を審査した結果，審査員の評価点が高いことなどから，委託契約先として

選定した。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

二条城二の丸御殿障壁画模写制作委託（令和２年度） 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月８日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月８日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区鳴滝本町６９－２ 

有限会社川面美術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

２６，４７７，０００円 

 

７ 契約内容 

 重要文化財二之丸御殿障壁画のうち，重要文化財二之丸御殿障壁画のうち，遠侍勅使之間（上段） 

東側長押上貼付１面，違棚壁貼付5面，天袋小襖貼付８面，白書院南廊下杉板壁絵１面，白書院一の

間天井画４面の模写制作及び白書院南廊下杉戸絵２枚（４面）の下地制作。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

二条城の障壁画模写事業については，事業開始時に文化庁から国宝建造物である二之丸御殿に相

応しい模写画との嵌め替えを行うように指導を受けたため，古色復元模写と呼ばれる特殊な技法に

よって行うこととなった。また，障壁画は各部屋全体にわたって描かれているため，制作技法の著

しい変更は御殿に嵌め替えた時に違和感を生じるため，絵具や本紙などの原材料はもちろん模写技

術の技量も同等水準を保つ必要がある。 

川面美術研究所は，文化財建造物の彩色や歴史的絵画の復元に実績があり，文化財の修復技術や

復元調査など模写制作に必要な特殊技能を有する技術者も所属している。また，二条城の古色復元

模写に事業開始当初から携わっている画家を有し，スタッフの技術力が優秀で，古色復元模写の実

績を持つ団体は川面美術研究所をおいて他になく，契約の相手方が特定され，その性質又は目的が

競争入札に適さないことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に該当するた

め，川面美術研究所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 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

世界遺産二条城庭園他維持管理業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１３日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１４日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区七本松通中立売下ル三軒町７７番地 

樋口造園株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０４，２８０，０００円 

 

７ 契約内容 

元離宮二条城の景観を維持していくため，城内の３庭園，庭園外苑部，二条城東側空間及び外堀

周辺の樹木等に関する維持管理業務について委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

契約の相手方の選定は，候補者の庭園に関する知識，文化財庭園における維持管理の実績，二条

城の歴史的経過の把握の程度，世界遺産としてまた特別名勝として相応しい維持管理内容を提案す

るための見識や考察力を比較することにより行う必要がある。 

以上のことから，単に価格により契約の相手方を定める競争入札に付することは適しておらず，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当するため，随意契約によることとする。 

 

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 

プロポーザル方式にて提案を求め，令和２年３月３１日に開催した受託候補者選考委員会にお

いて，提案者に対するヒアリングを実施した。あらかじめ２名の有識者に意見聴取を行い定めた評

価項目に基づき提案内容を審査した結果，審査員の評価点が高いことなどから，委託契約先として

選定した。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度 国庫補助特殊事業（二条城二の丸御殿障壁画954面のうち計２１面の保存修理）業務

に伴う委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１７日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１７日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町４４５番地 日宝烏丸ビル２Ｆ１・２号 

一般社団法人 国宝修理装潢師連盟 

 

６ 契約金額（税込み） 

７９，５４５，０００円 

 

７ 契約内容 

文化財関係国庫補助特殊事業として，重要文化財（美術工芸品）二条城二之丸御殿障壁画（９５

４面，附（つけたり）指定６２面）のうち，遠侍８面，大広間１３面，計２１面の修理を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の履行にあたっては，当該障壁画の現状及び修理方法を熟知しているとともに，国指定文

化財修理に関する十分な知識と，乾式肌上げ法と呼ばれる表具技術など高度の専門的な技術力を有

していることが必要である。 

また，当該障壁画は９５４面（附６２面）という多数に及ぶが，御殿障壁画として一体のもので

あり，文化財としての価値を保持していくためには，適正な環境の下で一貫した修理を行う必要が

ある。そのためには，前年度までの修理との継続性が重要であり，年間２１面という多数に及ぶ障

壁画の修理を，同じ場所で同時並行的に行う必要がある。 

当該委託先は，昭和３４年に国指定文化財を修理していた７工房（東京１，京都５，大阪１）の

代表者が参集し，装潢技術の向上をはかると共にそれらに付帯する事業を行うことを目的として設

立され（現在は１２工房），平成７年には文化庁から選定保存技術の保存団体として認定されている。

現在１２５名（技師補および技師等７１名・主任技師３２名・技師長２２名）の保存技術者を抱え，

会員の技術力を高めるために修理技術者資格制度を設け，連盟の委託を受けた外部委員会が行う試

験により技術者を５段階に区分するなどの技能の向上を図っている。これまでに高度な修理技術を

必要とする高松塚古墳の国宝修理など，２０００件以上の国指定文化財修理の実績がある。 

このように高度な技術力を保持し，多数の文化財を適正な環境の下で同時並行的に修理する能力



を有しているのは当該委託先の他になく，二条城二之丸御殿障壁画修理においても，平成１８年度

から２２年度までの５箇年にわたる文化財関係国庫補助特殊事業である第一次５箇年計画事業およ

び平成２３年度から２７年度までの第二次５箇年計画の修理を委託し実施してきた。 

したがって，競争入札には適しておらず，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定

に該当するため，一般社団法人 国宝修理装潢師連盟を契約の相手方として契約を締結する。 

 

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 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

史跡旧二条離宮（二条城）整備計画策定業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

令和２年６月２４日 

 

４ 履行期間 

令和２年６月２４日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市西区靭本町１丁目１４番１５号 

株式会社プレック研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，８５６，０００円 

 

７ 契約内容 

史跡の本質的価値を踏まえた保存と活用の方針に則り，元離宮二条城事務所の現状の要請に応じ

た，史跡の整備計画を策定する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

二条城においては，令和元年３月，文化財を保存するとともに，貴重な文化・観光資源として保

存・活用するために，史跡二条城保存活用計画を策定した。 

 本年度は，上記計画に基づいて，城内の具体的な整備計画を策定するものであるが，その策定に

当たっては，保存活用計画や，多くの文化財を抱える二条城を熟知することはもとより，整備に当

たっての前提条件となる文化庁の指導・協議の方向性を熟知している必要がある。 

同社は，保存活用計画を策定するとともに，策定に伴う全８回の委員会に参加し，二条城における

文化庁の対応方針を十分に把握している。また，二条城に係る業務をはじめ，数多くの国内の世界

遺産についての各種計画に関わっており，豊富な経験とノウハウ，また，世界遺産関係の業務関係

を有する専門的な人材も抱えている。 

また，昨年度策定した保存活用計画については，プロポーザルにより公募したが，二条城は，史

跡であるとともに世界遺産であることから，その文化的価値，世界遺産としての普遍的な価値を十

分に理解した上で，文化財の保存活用について検討する必要があり，二条城に係る業務をはじめ，

世界遺産関係の整備計画等に係る業務実績など，幅広い経験が不可欠であることなど，非常に特殊

かつ専門的な業務であることから，プレック研究所１社のみの応募であった。 

こうしたことから，本業務を実施できるのは，プレック研究所のみであった。 

 



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 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

元離宮二条城植栽管理計画作成業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

令和２年７月２０日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月２１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区谷口唐田ノ内町１番地の６ 

株式会社中根庭園研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，９００，０００円 

 

７ 契約内容 

元離宮二条城内の樹木の更新や管理を計画的に実施し，二条城の魅力を維持向上させていくため

の基礎資料とするため，植栽管理計画作成業務について委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

契約の相手方の選定は，二条城全域が史跡に指定されているほか，二の丸庭園は特別名勝に指定

されていることから，景観形成や樹木の特性，維持管理方法等に関する高い技術，知識，見識，経

験が求められ，候補者の日本庭園の設計等に関する実績，配置技術者の資格や実績，本業務の実施

体制や取組方針などを比較することにより行う必要がある。 

以上のことから，単に価格により契約の相手方を定める競争入札に付することは適しておらず，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当するため，随意契約によることとする。 

  

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。受託候補者選定委員会において，提案者に対するヒアリングを実施し，あらか

じめ定めた評価項目に基づき提案内容を審査した結果，評価点が高いことなどから委託契約先とし

て選定した。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「京都市犯罪被害者総合相談窓口」設置及び運営委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区衣棚出水上る御霊町６３番地 

公益社団法人京都犯罪被害者支援センター 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，８５２，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市犯罪被害者等支援条例第９条第２項に規定する窓口を「京都市犯罪被害者総合相談窓口」

として設置し，運営する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該委託業務は，福祉，医療，心のケア，住居，本市以外の行政機関等にも関わる行政手続，法

律相談など，広範囲に及ぶ支援を被害直後から中長期に渡り，ワンストップで行うものである。こ

のような多岐にわたる支援に当たっては，高い専門知識や豊富な経験を有することが必須である。 

  公益社団法人京都犯罪被害者支援センターは，京都府内で京都府公安委員会から「犯罪被害者等

早期援助団体」として指定を受けている唯一の団体であり，また，同法人は平成１０年の設立当時

から犯罪被害者等に対する相談活動を継続的に実施しており，電話・面接相談や直接支援等におい

て年間１，０００件を超える支援実績を有している。 

市域内において，当該業務を適切に遂行できる条件，能力及び経験を備えた団体は，公益社団法

人京都犯罪被害者支援センターの他にないため，同法人を委託先に選定し，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 

上記８のとおり 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度消費生活総合センター事務室賃借料 

 

２ 担当所属名 

文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市中央区平野町四丁目１番２号 

大阪ガス都市開発株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２８，４８８，２４０円 

 

７ 契約内容 

事務室賃貸借 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

市内中心に位置し，市営地下鉄烏丸線と東西線が交差する烏丸御池駅に直結した物件であり，ワ

ンフロアで業務上必要な賃借面積を確保でき，市民の利便性を考慮した結果， 適な場所にあると

考えるため。 

 

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 

上記８のとおり 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度京都市民法律相談事業 

 

２ 担当所属名 

文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区富小路通丸太町下る桝屋町１番地 

京都弁護士会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，０２９，１８５円 

 

７ 契約内容 

京都市民法律相談事業 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該業務の実施に当たっては，本市が指定した日に，複数の弁護士を相談員として配置する必要

があるが，同一日における多数の弁護士の動員が可能であるとともに，担当弁護士が従事できない

などの突発的な事故が生じた場合であっても，代替弁護士の確保を確実に行える契約の相手方は京

都弁護士会のみであることから，競争入札に適さない。 

 

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 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度京都市における次期各区基本計画策定に向けた取組支援業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町８２番地 

株式会社地域計画建築研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１８，９６４，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市における次期各区基本計画策定に向けた取組支援業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，各区役所運営の基本となる次期各区基本計画策定に関する取組業務であり，受託者の

業務遂行能力や市政の理解度等が成果物に与える影響が大きく，その性質が単純な価格だけを比較

する競争入札に適さないため。 

 

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の理由により，公募型プロポーザル方式により，令和２年２月１７日から同年３月９日ま

で事業者を募集した結果，１団体から応募があった。提出された書類に基づき審査した結果，事業

が遂行できると認められたため。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年８月１９日 

 

４ 履行期間 

令和２年８月１９日から令和２年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

福岡県北九州市若松区響町１丁目６２番２４ 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，５１６，３５２円 

 

７ 契約内容 

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社は，ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特

別措置法に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に従い設立された高濃度ポリ塩化ビフ

ェニル廃棄物を処理することができる唯一の施設であるため。 

 

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 

上記８のとおり 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市西京区総合庁舎整備工事設計業務委託 ただし，建築及び設備基本設計・実施設計業務委

託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年８月１７日 

 

４ 履行期間 

令和２年８月１８日から令和３年１１月１７日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町３７６ 

株式会社 東畑建築事務所 京都支所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１３２，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

・西京区総合庁舎第１期整備工事に係る基本設計及び実施設計 

・西京区総合庁舎第２期整備工事に係る基本設計 

・旧上下水道局西京営業所解体撤去工事に係る実施設計 

 

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により契約の相手方を選定したため。 

 

【プロポーザルの内容】 

「京都市都市計画局設計業務受託候補者選定要綱」に基づく設計業務受託候補者選定委員会が，

同要綱及び「京都市西京区総合庁舎整備工事設計業務委託に係る公募型プロポーザル評価要領」に

基づく公正な審査を行って受託候補者を選定。 

まず，本公募への参加を希望する者が提出する参加表明書に基づき，参加資格の確認を行う。 

第一次審査では，参加資格を有すると認められた者が提出する技術提案書について書面審査を行

い，第二次審査に進む対象者を６者以内で選定。 

第二次審査では，対象者が提出する技術提案書についてヒアリング審査を行い，受託候補者及び

次点２者を選定。 

受託候補者の選定後，受託候補者と本市が委託契約の締結に向けた交渉を行ったうえで，随意契

約の手続きに進む。交渉が整わない場合は，次点に選定された者と本市が交渉を行う。この場合に

あっては，次点２者のうち評価の高かった第２優先順位の者との交渉を優先するものとする。 



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 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度（４月から６月まで）市民しんぶん等配布委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和２年６月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区吉祥院長田町３－２ 

株式会社デリバリーサービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）１２，６６５，３２３円 

 

７ 契約内容 

広報物（市民しんぶん全市版・区民版，ポスター，パンフレット，チラシ，選挙公報）を市政協

力委員へ配布する業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

市政協力委員の改選時期（４～６月）には，市民しんぶん等受渡時にも配送先の変更や受渡方法

の指示等が頻繁に行われるため，配布業者にも柔軟な対応が求められる。業務に不慣れな新規の業

者では，市政協力委員とのトラブルや市民しんぶんの配送を発行日までに完了できない等のケース

が発生する恐れがあることから，配送業務が混乱する可能性のある市政協力委員の改選時期におい

ては，業務に精通している令和元年度配送委託業者と契約する。 

 

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 

令和元年度の配送委託業者であり，業務に精通しているため。 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度（７月から３月まで）市民しんぶん等配布委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年５月２０日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区吉祥院長田町３－２ 

株式会社デリバリーサービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）４２，１１０，６８４円 

 

７ 契約内容 

広報物（市民しんぶん全市版・区民版，ポスター，パンフレット，チラシ，選挙公報）を市政協

力委員へ配布する業務 

 

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なかったため。 

 

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 

■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 

本業務については，一般競争入札を実施したが応札者がなく，入札が不成立に終わった。 

そこで，見積徴収を実施した結果，株式会社デリバリーサービスの１者のみが見積書を提示し，

かつ，その見積額が予定価格以下であったため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の

規定に基づき，随意契約を締結するものである。 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

戸籍システム サポートセンター業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

戸籍システムサポートセンター業務委託に係るコンソーシアム 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，４３５，０００円 

 

７ 契約内容 

戸籍システムの操作及び戸籍事務等に関する問い合わせを受けつけ，円滑な運用支援の重要拠点

として「戸籍専用サポートセンター」を設置し，戸籍電算システムを利用した業務に支障を来さな

いようなサポート体制を構築する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本市の戸籍システムは，日本電気株式会社が構築したＲＥＰＲＯＳ－Ｘを使用していること並び

にＲＥＰＲＯＳ－Ｘの操作方法及び問合せに対応できるサポートセンターを設置している業者が，

株式会社ＩＲＣデータ・プロ・テクニカ以外にないことから，両社で形成されるコンソーシアムを

相手方とする。 

 

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 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

戸籍システム パッケージ保守 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２５，９０８，３００円 

 

７ 契約内容 

戸籍システムの標準パッケージの継続的な提供を目的とした保守業務を実施し， 機能強化，法改

正及び不具合に関する対応があった際に標準パッケージの提供を受ける。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本市の戸籍システムは，日本電気株式会社が開発したパッケージプログラム（ＲＥＰＲＯＳ－Ｘ）

を使用しており，当該プログラムの機能強化等の作業を実施できるのは，開発元である同社に限ら

れるため。 

 

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 

上記８のとおり 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

戸籍システム 運用保守業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

戸籍システム運用保守業務委託に係るコンソーシアム 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１３，３７６，０００円 

 

７ 契約内容 

戸籍システム運用保守として，日次・月次・年度処理，システム更新，緊急対応等を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本市の戸籍システムは，日本電気株式会社が開発したパッケージソフトウェアを基に構築されて

いることから，安定的な保守業務を行うことができるのは，システムの仕様を熟知している同社及

び関連会社に限られる。 

 

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 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

市民窓口システム用機器に係るＳＥサポート 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和２年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

市民窓口システム用機器に係るＳＥサポートコンソーシアム 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，４２５，０００円 

 

７ 契約内容 

住民基本台帳システム用機器等の保守作業及び障害発生時の調査並びにその復旧に向けた作業を

実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

市民窓口システム（住民基本台帳事務用システム等）は，本市独自の仕様によるシステムである

ことから，当該システムの保守管理を行うことができ，また，障害時に迅速に対応できる業者は，

システムの開発元であり，仕様等に関して十分な知識及び技術を有する契約相手方に限られる。 

 

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 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

土日開所・市民窓口システムバックアップ機器等保守 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和２年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

市民窓口システムハードウェア及びプログラムプロダクト保守コンソーシアム 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，２９２，８３４円 

 

７ 契約内容 

土日開所・市民窓口システムバックアップ機器に障害が発生した際に原因究明及び障害復旧に向

けた作業を行う 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

土日開所・バックアップシステムは，本市独自の仕様によるシステムであるため，保守管理を行

うためには，当該システムに係る十分な知識及び技術を持つ必要がある。また，関連システム（住

民基本台帳システム，住民基本台帳ネットワークシステム）との連携について熟知していなければ，

障害時に迅速に対応を行い，業務を復旧させることはできず，これらの条件を満たすのは，当該シ

ステムの開発業者である契約相手方に限られるため。 

 

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 

上記８のとおり 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

証明書コンビニ交付システム保守業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

日本電気株式会社 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，３５０，１２０円 

 

７ 契約内容 

証明書コンビニ交付システムに係るハードウェア，ソフトウェア及びシステム運用保守 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

証明書コンビニ交付システムは，日本電気株式会社が開発したパッケージソフトウェアを利用し

て構築されていることから，安定的かつ確実な保守業務を行える業者は，システムの仕様を熟知し

ている同社に限られる。 

 

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 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

証明書発行コーナーにおけるマイナンバーカード交付予約受付に係る運営業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年６月２９日 

 

４ 履行期間 

令和２年６月２９日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都豊島区池袋２丁目６５番１８号 

 パーソルワークスデザイン株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

４３，６７３，３００円 

 

７ 契約内容 

証明書発行コーナーにおけるカードの交付を実施するに当たって必要となるカード交付の予約受

付に係る一連の業務を実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

契約の相手方の選定については，企画の内容，運営方法等について比較したうえで行う必要があ

ることから，公募型プロポーザル方式により選定した。 

 

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 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

マイナンバーカード出張申請サポート等に係る企画・運営業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年７月２７日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月２７日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 

日本トータルテレマーケティング株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７７，８９０，５８４円 

 

７ 契約内容 

商業施設等において，市民の方向けに，マイナンバーカードの申請及びマイナンバーカードを活

用した消費活性化策「マイナポイント」の予約・申込みをサポートする出張窓口を設置する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

契約の相手方の選定については，企画の内容，運営方法等について比較したうえで行う必要があ

ることから，公募型プロポーザル方式により選定した日本トータルテレマーケティング株式会社と

契約する。 

 

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 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

マイナポイントを契機としたマイナンバーカード普及推進に係る啓発事業の企画・運営業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月１８日 

 

４ 履行期間 

契約締結日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区正面通高瀬東入山王町３４３番地 

株式会社実業広告社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１９，８００，０００円 

 

７ 契約内容 

令和２年９月から，マイナンバーカードを活用した消費活性化策としてマイナポイント事業が本

格的に開始されることに伴い，広く市民にマイナポイントの概要並びにマイナンバーカードの取得

メリットや交付申請方法等を周知するための啓発活動を実施することとし，本業務はその企画・運

営に関する一連の業務を委託するものである。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

契約の相手方の選定については，企画の内容，運営方法等について比較したうえで行う必要があ

ることから，公募型プロポーザル方式により選定した。 

 

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 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市特別定額給付金コールセンター（仮称）運営業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年５月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年５月１日から令和２年１０月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 新宿三井ビル３３階 

キャリアリンク株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１９３，３１２，８０１円 

 

７ 契約内容 

特別定額給付金に関する市民からの問合せに対応するためのコールセンターの設置・運営を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

特別定額給付金については，令和２年４月２０日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」

が閣議決定され，迅速かつ的確に家計への支援を行うため給付されるものであるが，連日のテレビ

や新聞による報道によって，市民の関心は非常に高いものとなっており，マイナポータルを使用し

たオンライン申請の開始や，対象者への申請書の送付により，さらに多数の問合せが予想され，一

刻も早いコールセンターによる一元的な対応ができない場合には，事務の混乱が生じ，給付金の支

給事務に著しい遅延を生じるなど，甚大な影響を及ぼすおそれがあることから，入札に必要な期間

を確保することが不可能であるため，緊急の必要により随意契約を行った。 

なお，業者の選定にあたっては，過去の類似事業を参考に３社から提案書及び見積書を提出させ

た結果，委託業務の提案内容，個人情報の保護対策，業務の実施計画，類似業務に係る過去の実績，

費用見積額を総合的に評価し， も評価の高かったキャリアリンク株式会社と契約を行うことにし

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５号 

 

 



10 契約の相手方の選定理由 

３社から提案書及び見積書を提出させた結果，企画提案の内容と見積額の審査を行い，当事業の

正確化・効率化のために必要な対応を行うための費用としては妥当な金額であると判断し，キャリ

アリンク株式会社を選定することにした。 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市特別定額給付金センター運営業務委託（申請受付・審査，システム構築等関係） 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年５月１１日 

（変更後）令和２年７月２７日 

 

４ 履行期間 

令和２年５月１１日から令和２年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市特別定額給付金センター運営業務委託（申請受付・審査，システム構築等関係）に係る委

託業務コンソーシアム 

東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 新宿三井ビル３３階 

キャリアリンク株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）７４５，００１，９５０円 

（変更後）７５０，９４０，８５０円 

 

７ 契約内容 

特別定額給付金の申請書の受付・審査等に係るシステム構築や事務センターの運営 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

特別定額給付金については，令和２年４月２０日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」

が閣議決定され，可能な限り迅速かつ的確に支給開始を行う必要があるが，入札に必要な期間を確

保することが不可能であるため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の「緊急の必要に

より競争入札に付することができないとき」に該当するものとし，随意契約を行った。   

なお，業者の選定にあたっては，過去の類似事業を参考に３社に提案を依頼したが２社が辞退し

たため，１社の提案を審査した結果，委託業務の提案内容，個人情報の保護対策，業務の実施計画，

類似業務に係る過去の実績，費用見積額を総合的に評価し，キャリアリンク株式会社を代表とする

コンソーシアムと契約を行うことにした。 

申請書発送後未申請の方も多くいたため，当初契約になかった申請の再勧奨をするため，変更契

約を行った。 

 

 

 



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５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

３社に提案を依頼したが２社が辞退したため，１社の提案を審査した結果，企画提案の内容と見

積額の審査を行い，当事業の正確化・効率化のために必要な対応を行うための費用としては妥当な

金額であると判断し，キャリアリンク株式会社を代表とするコンソーシアムを選定することにした。 

 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市人権資料展示施設「ツラッティ千本」における人権啓発事業等実施業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局共生社会推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市北区紫野北舟岡町４４番地３ 

特定非営利活動法人 くらしネット２１ 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，３８８，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市人権資料展示施設「ツラッティ千本」において実施する令和２年度人権啓発事業として，

次の事項を委託する。 

⑴ 資料展示業務 

⑵ 来館者応対業務 

⑶ 歴史的資料等の調査・収集等業務 

⑷ 人権研修業務 

⑸ 日常管理業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

委託業務については，資料展示，来館者応対及び日常管理業務といった定型的な業務はもとより，

千本地域に関する歴史的資料等の調査・収集，来館者への展示内容の説明や研修等についても，そ

の内容としている。 

よって，委託先を選定するに当たっては，同和問題等の様々な人権課題についての理解に加え，

千本地域の歴史，まちの変遷やまちづくり運動の歩み等についての相当程度の専門的な知識を有し，

確実に業務を遂行できるか否かで判断する必要があるが，これに該当するのは，千本地域における

まちづくり事業と併せ，地域住民の生活と人権を守る取組をしている，特定非営利活動法人くらし

ネット２１以外に適当な者がないことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定

に基づき，上記委託先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 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市人権資料展示施設「柳原銀行記念資料館」における人権啓発事業等実施業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局共生社会推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区下之町６－３ 柳原銀行記念資料館内 

柳原銀行記念資料館運営委員会 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，３０４，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市人権資料展示施設「柳原銀行記念資料館」において実施する平成３０年度人権啓発事業と

して，次の事項を委託する。 

⑴ 資料展示業務 

⑵ 来館者応対業務 

⑶ 歴史的資料等の調査・収集等業務 

⑷ 人権研修業務 

⑸ 日常管理業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件委託業務は，資料展示，来館者応対及び日常管理業務といった定型的な業務のみならず，崇

仁地域に関する歴史的資料等の調査・収集，来館者への展示内容の説明や人権研修といった内容も

含む。 

 したがって，委託先を選定するに当たっては，同和問題等の様々な人権課題への理解に加え，崇

仁地域の歴史，まちの変遷やまちづくり運動の歩み等についての相当程度の専門的な知識を有し，

確実に業務を遂行する能力の有無により判断する必要があるところ，崇仁地域におけるまちづくり

事業と併せ，地域住民の生活と人権を守る取組をしている，特定非営利活動法人崇仁まちづくりの

会以外に適当な者がないことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき，

上記委託先と随意契約を締結しようとするものである。 

 

 



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 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度京都市ＤＶ相談支援センター業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局共生社会推進室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年４月１日 

（変更後）令和２年７月１０日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市右京区山ノ内宮脇町９ 社会福祉法人宏量福祉会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）４０，８８８，０００円 

（変更後）４５，８８８，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市ＤＶ相談支援センターにおける相談・支援業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市ＤＶ相談支援センター（以下「ＤＶセンター」という。）における相談・支援業務は，ＤＶ

被害者の支援という福祉的専門知識が求められるとともに，ＤＶ被害者が自立するための継続的な

支援を行うため，ＤＶ被害者と相談員が信頼関係を築くことが重要である。委託先の相談員につい

てはＤＶセンターの開所以降，ＤＶ被害者と信頼関係を構築し，ＤＶ被害者への相談・支援業務を

行っており，今後も継続的な支援を行うため，契約の相手方を競争入札により決定することには適

さない。 

 

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 

当該事業について，実績を有する団体は委託先しかない。また，ＤＶ被害者の支援については，

相談員と信頼関係を築き，継続的な支援を行っていくことが重要であり，委託先についてはその信

頼関係が築かれている。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局共生社会推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年８月１９日 

 

４ 履行期間 

令和２年８月１９日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

福岡県北九州市若松区響町一丁目６２番２４ 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北九州ＰＣＢ処理事業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，９０６，４３２円 

 

７ 契約内容 

保管している高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については，中間貯蔵・環境安全事業株式会社が国内で唯一処

理が可能な事業者であるため。 

 

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 

上記８のとおり 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市男女共同参画センターの改修・整備計画作成業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局共生社会推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月４日 

 

４ 履行期間 

令和２年９月４日から令和３年３月１５日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区七条通間之町東入材木町477番地 ＫＳビル５Ｆ 

株式会社都市設計 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，１１１，０００円 

 

７ 契約内容 

施設の長寿命化，ライフサイクルコストの縮減及び修繕費用の平準化に向けた改修・整備計画の

作成 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

価格だけでなく，過去の実績や実施体制等を比較して， 適な事業者を選定する必要があること

から，公募型プロポーザル方式により事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 

１者から応募があり，あらかじめ定めた評価項目に基づき提案内容を審査した結果，業務を実施

し得る能力を有すると判断したため。 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市市民スポーツ会館整備工事 ただし，ブロック塀改修工事 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年１月１４日 

（変更後）令和２年７月２２日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から令和２年７月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市左京区北白川東瀬ノ内町３５番地 瀬ノ内ビル３階 

株式会社エイケン 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１０，４５０，０００円 

（変更後）１１，３９６，０００円 

 

７ 契約内容 

スポーツ会館敷地内のブロック塀をフェンスに改修する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

着工後の調査により，アスベストの除去が必要な範囲が当初より広いことや，地面の勾配に対し

てフェンスの高さを調節する必要が生じていること等が判明し，必要施工量が増加したため，増額

の変更契約を行っている。 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

一般競争入札にかけた際に応札者がなく，改めて見積徴収を行った際に唯一見積作成に応じた業

者であったため。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度京都府・市町村共同公共施設案内予約システム運用業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区西京極新明町１番地 

京都スポーツネットワーク 

 

６ 契約金額（税込み） 

２２，２５９，６００円 

 

７ 契約内容 

京都府・市町村共同公共施設案内予約システム運用業務（利用者登録，利用案内等） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都スポーツネットワークは，公益財団法人京都市スポーツ協会が代表者を務める指定管理者グ

ループであり，西京極総合運動公園北側区域（ハンナリーズアリーナ，市民スポーツ会館，たけび

しスタジアム京都，補助競技場，わかさスタジアム京都）を管理している。 

特に，公益財団法人京都市スポーツ協会は，京都市が出えんし，市民スポーツの普及・振興に関

する様々な活動を展開している団体であり，かつ，平成１７年度まで京都市のスポーツ施設を一元

的に管理し，平成１８年度から現在に至るまで，西京極総合運動公園北側区域の各施設，宝が池公

園運動施設，横大路運動公園施設及びその他有料運動公園等の施設管理に，指定管理者グループの

代表として携わるなど，各種施設の管理方法等について熟知している。 

さらに，平成８年から平成２０年１月まで，施設利用者の予約・貸出・使用料徴収を行う「京都

市スポーツ情報提供システム」（以下「旧システム」という。）を運用し，旧システムの運用内容を

継承した「京都府・市町村共同公共施設案内予約システム」への移行作業及びその後のシステム運

用（同年２月から運用開始）も行うなど，システムを運用するために必要となるノウハウ等を十分

に有している。 

これらのことから，施設利用者の観点に立ったサービスの向上，円滑かつ効果的で効率的な運用

を行うためには，同協会を代表とする京都スポーツネットワークを業務委託とすることが必要不可

欠であるため，同団体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 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都アクアリーナ メインプール水深調整設備部品点検整備 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年６月１６日 

 

４ 履行期間 

令和２年６月１７日から令和２年１０月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

神戸市兵庫区和田崎町一丁目１番１号 

三菱重工機械システム株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１３，２００，０００円 

 

７ 契約内容 

京都アクアリーナ メインプールの水深調整設備の点検整備 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

メインプールに設置している水深調整設備は，三菱重工機械システム製であり，また，各種制御

機器と連携して動いていることから，整備後は他の機器との連動も確認しながら，正常に      

稼働しているか確認する必要があるため，本件委託契約を履行するに当たっては，当該機器のシス

テム構成を熟知しているものでなければ本契約を履行することができないため。 

 

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 

 

 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

市民スポーツ会館バスケットゴール購入 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年６月２２日 

 

４ 履行期限 

令和２年７月１５日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  大阪市住之江区南港北１丁目１２番３５号 

  ミズノスポーツサービス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

老朽化により故障したバスケットゴールの更新 

 

８ 随意契約の理由 

市民スポーツ会館のバスケットゴールについては設置から２６年が経過し，これまでも不具合が

確認されていたところ，令和２年６月，モーターの故障により天井への収納ができなくなってしま

った。バスケットボールの利用に支障はないが，ゴールが収納できないことにより，バレーボール

の利用に支障がある状況となった。このため，緊急的にバスケットゴールを修繕（更新）※する必

要があり，競争入札に付す期間がないため，緊急随意契約を締結している。 

※ 既存の吊り下げ式のゴールの修繕より，移動式バスケットゴールの購入の方が安価かつ今後

の維持管理が容易なため，移動式バスケットゴールを購入することとした。 

 

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５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

複数事業者への見積の結果， も低廉な価格を提示したため。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年７月３０日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月３０日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

北九州市若松区響町１丁目６２番２４ 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，４９８，８７６円 

 

７ 契約内容 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分について委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

唯一の処分業者である中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）に処分委託することが定

められているため。 

 

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 

上記８のとおり 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

水垂運動公園（仮称）整備における官民連携による基盤整備等検討業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年８月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年８月２日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市西区土佐堀二丁目２番４号 

株式会社日本総合研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，９９９，５００円 

 

７ 契約内容 

水垂運動公園（仮称）の敷地条件や周辺環境を把握し，導入機能や規模，配置計画等の施設整備

計画（基本計画）を再検討するとともに，本事業の速やかな事業化に向け，実施方針（案）等を整

理・作成するもの 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，令和元年度に作成したモデルプランや，令和２年度上半期の検討業務において整理し

た事業手法，民間事業者の事業参入に係る意向，参入条件などを踏まえ，新たな整備計画の取りま

とめ及び事業化に向けた実施方針等を整理・作成するものである。 

そのため，本事業の実施に当たっては，知識や技術的な専門性だけでなく，本事業に精通し，こ

れまでに事業参入に関心のある事業者との対話を通じて培ってきた事業者の意向や本市の考え方を

熟知していることが不可欠であることから，前回の検討業務を行った株式会社日本総合研究所しか

本業務の目的を達成することができないため。 

 

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 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場における芝養生管理業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月８日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から令和２年１１月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府東大阪市長田東３丁目２番７号 

奥アンツーカ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，０５０，０００円 

 

７ 契約内容 

西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場において，冬芝の播種・養生等の業務を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場において，１２月の高校駅伝での供用開始に向けて走路

改修を実施している中で，同大会での供用に合わせて冬芝を生育させる必要があり，芝の播種の時

期などについて検討してきたところであるが，８月末に９月中頃からの播種等が可能となることが

判明した。冬芝の播種・養生などの芝管理について約２．５箇月の期間を要することから，競争入

札に付す期間がないため，緊急随意契約を行う。 

 

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５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

複数社見積書提出により も安価を提示した業者であったため 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

横大路運動公園整備工事に伴う廃掃法事前調査計画検討作成業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月２３日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から令和３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） 

５，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

横大路運動公園の整備に先立ち，廃掃法で必要とされる事前調査の調査計画の検討作成業務を委

託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

横大路運動公園の整備において，廃棄物指導課との協議等により廃掃法に基づく整備着手前の事

前調査の必要が生じた。 

今後の整備に向けて，令和２年１１月頃より関係法令に基づく事前調査に着手する必要があり，

調査計画策定に約３箇月の期間を要することから，競争入札に付す期間がないため，緊急随意契約

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５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

複数社見積書提出により も安価を提示した業者であったため 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市京セラ美術館事業企画推進業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局美術館総務課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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蛸薬師下ル手洗水町645 

株式会社 長谷ビル 

 

６ 契約金額（税込み） 

２２４，５８２，０００円 

 

７ 契約内容 

令和２年春に予定しているリニューアルオープン及びその後の自主企画展や展覧会の誘致といっ

た展覧会の開催に関するものに加え，教育プログラムや会員制度・協賛制度・寄付制度の再構築，

パブリックアート等で構成するオープニング事業計画の立案，賑わいの創出，館内デザイン・施設

管理等の図面の作成，また，事業全般に係る広報計画の立案といった非常に多岐にわたり，なおか

つ互いに関連する業務を一体的に行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

実施に当たっては，本市職員と密に連携をとりながら，中長期的な視点に立って，前述業務を滞

りなく推進することが必須であることから，統括責任者やプロデューサー，各担当者等の人員体制

を確保することを要件としている。 

株式会社長谷ビルは平成３０年度に公募型プロポーザル方式により選定した事業者である（平成

３０年９月１日付けで契約）。展覧会の企画は通常３～４年の準備期間が必要と言われているなか，

同社は準備期間が短い中でも，世界的な現代アート作家や著名な外部キュレーターの起用による自

主企画展の企画を推進しているほか，集客実績のある巡回展の誘致に成功している。 

これらの展覧会の開催に必要な美術品の借用や作品制作依頼の手続きは，担当者と作家等の信頼

関係が欠かせないものであるため，同業務の受託者が変わると，たとえ詳細の引き継ぎを行ったと

しても，開催不能となる。また，平成３０年度のプロポーザルにおいては他の美術館等の指定管理

を受託している企業や美術館の事業等に関わっている企業の参加が得られなかった。そのため，令

和元年度に再度プロポーザルを実施した場合，必要な知識，能力等を有しない者の参加を前提とせ

ざるを得ず，所要の成果を求めるときは知識等の取得に相当の期間が必要なため履行期限を所要の



期限内において設定することができず，所要の期限内に履行期限を設定するときは所要の成果を求

めることができないなど，本市にとって不利となることが明らかであったことから，令和元年度に

おいても同社と随意契約を締結しているが，令和２年度においても，新型コロナウイルス感染症の

影響により，当初予定していた開館日の延長やそれに伴う展覧会会期の再調整等，これまで以上に

事業の継続性が必要な状況である。 

以上のことから，同株式会社以外の者が本業務を受託した場合，事業が実現不可能であるため。 

 

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 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 


