
001 平成27年04月01日 平成２７年度京都市南部資源リサイクルセンター管理運営業務委託 149,847,000 
環境政策局適正処理
施設部施設管理課

社会福祉法人京都国際社会福祉
協力会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

002 平成27年04月01日
平成２７年度横大路学園へのプラスチック製容器包装中間処理業務委
託

予定
総額

60,552,690 
環境政策局適正処理
施設部施設管理課

社会福祉法人京都国際社会福祉
協力会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成27年04月01日 平成２７年度京都市北部クリーンセンター関連施設管理運営業務委託 17,155,000 
環境政策局適正処理
施設部施設管理課

京都市北部クリーンセンター関
連施設プール管理運営協会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

004 平成27年05月15日 東北部クリーンセンターに係る周辺住民健康調査委託 12,817,791 
環境政策局適正処理
施設部施設管理課

一般社団法人京都府医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第６号

005 平成27年04月01日
平成２７年度京都市南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１）

18,468,000 
環境政策局適正処理
施設部施設整備課

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

006 平成27年08月28日
平成２７年度京都市南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）

72,900,000 
環境政策局適正処理
施設部施設整備課

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27年04月01日
平成２７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１）

24,624,000 
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

008 平成27年04月01日
平成２７年度京都市西部圧縮梱包施設プラント設備保守管理委託（そ
の１）

17,064,000 
環境政策局適正処理
施設部施設整備課

株式会社タクマ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

009 平成27年04月01日 平成２７年度京都市横大路学園プラント設備保守管理委託（その１） 8,266,320 
環境政策局適正処理
施設部施設整備課

極東開発工業株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

010 平成27年04月01日 平成２７年度塩化水素濃度等連続分析計保守管理委託 16,999,200 
環境政策局適正処理
施設部施設整備課

京都電子工業株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

011 平成27年06月30日
京都市南部クリーンセンター整備工事ただし，第一工場１・２号焼却
炉耐火物整備工事

33,264,000 
環境政策局適正処理
施設部施設整備課

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

012 平成27年05月27日
京都市東北部クリーンセンター整備工事ただし，燃焼段火格子及びボ
イラ水管整備工事

22,420,800 
環境政策局適正処理
施設部施設整備課

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

013 平成27年09月24日
京都市水垂排水機場２号排水ポンプ駆動用ディーゼルエンジン他整備
委託

153,360,000 
環境政策局適正処理
施設部施設整備課

クボタ機工株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

014 平成27年04月01日
平成２７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１）

238,464,000 
環境政策局適正処理
施設部南部クリーン
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

（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
契約金額（税込）
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015 平成27年07月31日
平成２７年度南部クリーンセンター管理課燃料化施設プラント保守管
理委託（その２）

11,880,000 
環境政策局適正処理
施設部南部クリーン
センター管理課

日立造船株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

016 平成27年04月01日 南部クリーンセンター自動計量システム保守管理委託 18,576,000 
環境政策局適正処理
施設部南部クリーン
センター管理課

シンワシステム株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

017 平成27年09月28日
平成２７年度京都市南部クリーンセンター粗大ごみ破砕設備保守管理
委託（その２）

30,780,000 
環境政策局適正処理
施設部南部クリーン
センター管理課

三菱重工環境・化学エンジニア
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

018 平成27年04月01日
平成２７年度京都市東北部クリーンセンター粗大ごみ破砕設備保守管
理委託（その１）

27,885,600 
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

019 平成27年04月01日
平成２７年度京都市東北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理
委託（その１）

303,696,000 
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

020 平成27年09月28日
平成２７年度京都市東北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理
委託（その２）

115,560,000 
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

021 平成27年04月01日
平成２７年度京都市東北部クリーンセンター排ガス濃度連続分析計保
守管理委託

8,445,600 
環境政策局
東北部クリーンセン
ター

㈱島津アクセス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

022 平成27年05月15日 平成２７年度京都市東北部クリーンセンター計装設備点検整備委託 14,148,000 
環境政策局
東北部クリーンセン
ター

島津システムソリューションズ
株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

023 平成27年08月01日
平成２７年度東北部クリーンセンター計量データ処理装置及び料金徴
収システム保守管理委託（その２）

39,085,200 
環境政策局
東北部クリーンセン
ター

株式会社アセック
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

024 平成27年08月07日
平成２７年度京都市東北部クリーンセンター蒸気タービン調速機整備
委託

11,966,400 
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

025 平成27年04月01日
平成２７年度京都市北部クリーンセンター排ガス濃度連続分析計保守
管理委託

6,141,268 
環境政策局適正処理
施設部北部クリーン
センター

株式会社島津アクセス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

026 平成27年04月01日
平成２７年度京都市北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理委
託（その１）

42,044,400 
環境政策局適正処理
施設部北部クリーン
センター

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

027 平成27年09月30日
平成２７年度京都市北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理委
託（その２）

205,902,000 
環境政策局適正処理
施設部北部クリーン
センター

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

028 平成27年09月25日 平成２７年度京都市北部クリーンセンターＤＣＳ設備点検整備委託 5,724,000 
環境政策局適正処理
施設部北部クリーン
センター

島津システムソリューションズ
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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029 平成27年04月01日 京都市埋立事業管理事務所　車両管理システム点検保守管理業務委託 8,640,000 
環境政策局埋立事業
管理事務所

シンワシステム株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

030 平成27年06月12日 京都市東部山間埋立処分地浸出水処理施設操作運転システム更新 122,040,000 
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

031 平成27年09月28日 平成27年度東部山間埋立処分地浸出水処理施設点検整備委託 30,315,600 
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

032 平成27年04月01日
平成27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１）

12,142,332 
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

033 平成27年07月31日
平成27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２）

18,146,674 
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

034 平成27年04月01日
平成27年度京都市魚アラリサイクルセンター臭気監視装置定期点検保
守業務委託

5,184,000 
環境政策局魚アラリ
サイクルセンター

島津システムソリューションズ
株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

035 平成27年05月15日 平成２７年度 祇園祭後祭エコ屋台村企画運営業務委託 6,000,000 
環境政策局循環型社
会推進部ごみ減量推
進課

㈱関広
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

036 平成27年07月15日
平成２７年度「生ごみ３キリ運動」普及啓発に関する企画運営業務委
託

6,897,960 
環境政策局循環型社
会推進部ごみ減量推
進課

㈱関広
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

037 平成27年04月01日 「エコ学区」事業に係る学習会等支援業務 23,738,000 
環境政策局
地球温暖化対策室

公益財団法人京都市環境保全活
動推進協会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

038 平成27年04月01日 京のアジェンダ２１推進事業に係る業務委託 14,672,000 
環境政策局
地球温暖化対策室

京のアジェンダ２１フォーラム
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

039 平成27年04月01日 平成27年度自立分散型エネルギー利用設備設置助成制度受付業務 12,625,200 
環境政策局
地球温暖化対策室

京都市住宅供給公社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

040 平成27年04月10日 平成２７年度こどもエコライフチャレンジ推進事業業務委託 20,742,318 
環境政策局
地球温暖化対策室

特定非営利活動法人気候ネット
ワーク

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

041 平成27年06月01日
平成27年度京都市事業者排出量削減計画書制度に係る事業者訪問調査
等業務委託

7,290,000 
環境政策局
地球温暖化対策室

中外テクノス株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

042 平成27年06月26日 バイオ軽油の実用化に向けた調査業務 10,962,000 
環境政策局
地球温暖化対策室

ランドブレイン株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第６号
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043 平成27年04月01日 リユースびん等の拠点回収に係る業務委託 18,899,780 
環境政策局循環型社
会推進部まち美化推
進課

京都硝子壜問屋協同組合
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

044 平成27年04月01日 燃やすごみ等収集運搬庸車業務
予定
総額

247,698,702 
環境政策局循環型社
会推進部まち美化推
進課

阪神トラック㈱，公栄運輸㈱
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律施行令第４条

045 平成27年04月01日 燃やすごみ等収集運搬庸車業務（平成27年4月入札不落随契分）
予定
総額

220,050,756 
環境政策局循環型社
会推進部まち美化推
進課

阪神トラック㈱
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

046 平成27年04月01日 大型ごみ等収集運搬業務委託
予定
総額

258,371,058 
環境政策局循環型社
会推進部まち美化推
進課

洛北運輸㈱，京和産業㈱，㈲大
成浄美社，大同興業㈱，㈲共栄
産業

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律施行令第４条

047 平成27年04月01日 死獣収集運搬業務委託
予定
総額

46,923,688 
環境政策局循環型社
会推進部まち美化推
進課

阪神トラック㈱
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

048 平成27年04月01日 し尿前処理施設保守管理業務委託 11,880,000 
環境政策局循環型社
会推進部まち美化推
進課

三機化工建設㈱
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

049 平成27年04月01日 し尿収集及び運搬業務委託
予定
総額

287,890,836 
環境政策局循環型社
会推進部まち美化推
進課

京和産業㈱，㈲大成浄美社，大
同興業㈱，㈱和田産業，㈱共栄
産業，日進浄化槽センター㈱

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 

平成２７年度京都市南部資源リサイクルセンター管理運営業務委託 

 

２ 担当所属名 

環境政策局適正処理施設部施設管理課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市伏見区桃山町本多上野８４ 

  社会福祉法人京都国際社会福祉協力会  

 

６ 契約金額（税込み） 

１４９，８４７，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市南部資源リサイクルセンターの管理運営業務（施設の管理運営及び資源物の選別処理） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  資源ごみを含む一般廃棄物の運搬及び処分等を市町村が委託する場合については，「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」により，受託者の資格要件，能力等について詳細に規定されており，委託業務が適正に

遂行されることを予定している。 

  また，障害者の自立を支援する観点からは，毎年入札に付した場合，その結果いかんによっては，委託

先が変わることになり，障害者の安定した雇用確保ができないことを考慮すると，本契約の相手方の選定

において経済的優位性を重視する競争入札で決定することは馴染まないと考えられるため，随意契約とし

ている。 

さらに，「京都市公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例」に基づき市会の議決を経て，平成

２３年４月１日から平成２９年３月３１日までの間，社会福祉法人京都国際社会福祉協力会が指定管理者

として管理運営を行うこととなっている。 

 

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２７年度横大路学園へのプラスチック製容器包装中間処理業務委託 

 

２ 担当所属名 

  環境政策局適正処理施設部施設管理課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市伏見区桃山町本多上野８４ 

  社会福祉法人京都国際社会福祉協力会 

 

６ 契約金額（予定総額）（税込） 

  予定総額  ６０，５５２，６９０円 

              

７ 契約内容 

  プラスチック製容器包装の中間処理及び処理過程に発生する異物の搬送 

 

８ 随意契約の理由 

  資源ごみを含む一般廃棄物の運搬及び処分等を市町村が委託する場合については，「廃棄物の

処理及び清掃に関する法律」により，受託者の資格要件，能力等について詳細に規定されてお

り，委託業務が適正に遂行されることを予定している。 

  また，障害者の自立を支援する観点からは，毎年入札に付した場合，その結果いかんによっ

ては，委託先が変わることになり，障害者の安定した雇用確保ができないことを考慮すると，

本契約の相手方の選定において経済的優位性を重視する競争入札で決定することは馴染まない

と考えられるため，随意契約としている。 

  さらに，「京都市公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例」に基づき市会の議決を

経て，平成 23 年 4月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの間，社会福祉法人京都国際社会福祉協

力会が指定管理者として管理運営を行うこととなっている。 

 

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２７年度京都市北部クリーンセンター関連施設管理運営業務委託 

 

２ 担当所属名 

環境政策局適正処理施設部施設管理課 
 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市右京区梅ケ畑向ノ地町２７番地の１ 

京都市北部クリーンセンター関連施設プール管理運営協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１７，１５５，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市北部クリーンセンター関連施設の管理，必要経費（共用部分に係る電気，水道料金，

電話使用料，テレビ受信料等）の支払，その他センターの円滑な運営を推進するために必要な

業務 

 

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関連施設は，北部クリーンセンターの建替えに際し，地元便益を目的

として建設された施設であり，やまごえ温水プール，グラウンドや会議室等から構成され，地

元住民など多くの利用を得ている。 

 関連施設の主要部分であるやまごえ温水プールについては，北部クリーンセンター建替えの

経緯により，地元代表，体育振興，社会福祉などの分野に精通した者が参画した京都市北部ク

リーンセンター関連施設プール管理運営協会（以下「協会」という。）を設立し，協会が本市に

普通財産であるやまごえ温水プールの貸付を受けたうえで運営を行うことになったものである。 

 一方，本件の業務内容については，北部クリーンセンター関連施設全体のグラウンド，会議

室等，やまごえ温水プール部分を除く施設全体の管理運営業務である。 

 しかし，北部クリーンセンター関連施設全体と，その主要部分であるやまごえ温水プールに

ついては，同一敷地の同一建築物として，建屋，電気設備，空調設備，衛生設備等を共通で使

用しており，両者は密接不可分である。 

 よって，本件契約の目的を達成するためには，同種同様の施設の管理運営委託を履行できる

だけではなく，やまごえ温水プールの運営と一括で実施できる必要がある。 

 それらの条件を満たすものは，やまごえ温水プールの運営主体である協会ただ１者に限定さ



 

 

れることから，よって，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号（随契ガイドライン２

－ －ウ）により，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   

東北部クリーンセンターに係る周辺住民健康調査委託 

 

２ 担当所属名 

環境政策局適正処理施設部施設管理課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年５月１５日 

 

４ 履行期間 

平成２７年５月１５日から平成２８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東栂尾町６ 

  一般社団法人京都府医師会 

             

６ 契約金額（税込み） 

１２，８１７，７９１円 

 

７ 契約内容 

東北部クリーンセンターの周辺住民の方を対象に健康調査を実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

   契約相手選定の条件 

  ア 健康調査については，公平・公正な立場から，医学的判断を行い，医学的見地から調査・分 

   析能力を有する機関に委託する必要がある。 

 イ 健康調査の対象となる住民は，東北部クリーンセンターの稼働が，自らの健康に影響を与え 

  ていないことを住民が信頼できる機関によって客観的に立証されることを強く望んでいる。ま 

  た，一般の検診機関や医療機関は営利目的であって，そのような機関は市の意向に沿った結果 

  を導き出す可能性があり調査結果の信憑性には疑念があるとの考えを持っている。そのため， 

  住民の理解と協力を得るという目的を達成するためには，住民が信頼できると考えている機関 

  によって調査を実施しなければならない。 

 ウ 健康調査については，５年ごとに調査を実施し，前回調査との比較検証を行いクリーンセン 

  ターによる健康への被害が無いことを住民に示す必要がある。よって，前回（平成２２年度） 

  に実施した際の受診者の診療結果情報を有している機関に委託する必要がある。 

   契約相手の選定 

 ア 一般社団法人京都府医師会（以下「府医師会」という。）は，本事業に必要な調査・分析能力 

  を有している。さらに，府医師会に委託した場合は，健康調査に向けて調査内容等を検討する 

  ための環境保全対策委員会が新たに医師会内に設置されることとなるが，この段階から地区医 

  師会より複数の地元医師が参画するため，地元状況を把握した上での分析が可能である。 



 イ 複数の地元医師が参画することで，特定の医療機関，医師に偏ることのない，より公平・公 

  正な立場での調査結果が望めるとともに，周辺住民のかかりつけの医者が健康調査に関わるこ 

  ととなるため，住民からの信頼を得ることが可能であると考えられる。 

 さらに，過去の調査の実績があり，対象住民を網羅する自治連合会等の地元団体からの信頼 

も得ている。 

 ウ 前回の健康調査は府医師会が実施しており，健康調査に必要な受診者の診療結果情報は府医 

  師会しか有していない。また，必要な知識等（前回調査の結果等）は受診者の個人情報であり， 

  他の者が取得することは極めて困難である。現に必要な知識等を有していない者では，前回調 

  査との比較検証が出来ないため，５年ごとに調査を実施し，前回調査との比較検証を行いクリ 

  ーンセンターによる健康への被害が無いことを住民に示すという本調査の目的を達成すること 

  が出来ない。 

   

   以上のことから，本健康調査を実施するに当たり必要な情報及び調査分析能力を有し，かつ住 

  民からの信頼を得ることのできる機関は，府医師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１０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 

平成２７年度京都市南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１） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２７年８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） 

１８，４６８，０００円 

 

７ 契約内容 

南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

色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。本施設の各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，自動選別等の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，風力比重差選別機，びん色自動選別機，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の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

なソフトウエアは，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等とい

った，プラントメーカーが開発した独自のソフトウエ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エアは，メーカー独自の設計思想に基づき，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エ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。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ない。 

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ＪＦＥエンジニアリ

ング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 

８と同様 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市南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２７年８月２８日 

 

４ 履行期間 

平成２７年９月１日から平成２８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） 

７２，９００，０００円 

 

７ 契約内容 

南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

色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。本施設の各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，自動選別等の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，風力比重差選別機，びん色自動選別機，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の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

なソフトウエアは，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等とい

った，プラントメーカーが開発した独自のソフトウエ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エアは，メーカー独自の設計思想に基づき，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エ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。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。 

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ＪＦＥエンジニアリ

ング㈱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 

８と同様 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７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１） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２７年１１月３０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） 

２４，６２４，０００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他，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 

８と同様 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市西部圧縮梱包施設プラント設備保守管理委託（その１） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

兵庫県尼崎市金楽寺町２丁目２番３３号 

株式会社タクマ 

 

６ 契約金額（税込み） 

１７，０６４，０００円 

 

７ 契約内容 

西部圧縮梱包施設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プラスチック製容器包装（以下，「資源ごみ」という。）

を受入れ，袋や異物を作業者の手作業で除去したのち，圧縮梱包処理を施して再資源化業者に出荷

する施設であり，発注仕様書に基づき，性能発注により再整備された廃棄物処理施設である。 

 本施設は，旧西部クリーンセンターの建屋を再利用しており，各設備においては限られたスペ

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・製作しており，そ

のためその形状・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，

これらメーカーの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できるようにし

た，いわゆる総合プラントである。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，破袋機，圧縮梱包機，選別設備等の設備に関して，プラントメーカーの独自技術が必要となる。

また，圧縮梱包施設の運転に必要なソフトウェアは，各機器の運転操作を司る操作盤および自動運

転を集中制御する制御盤など，プラントメーカーが独自に開発したソフトウェアで構成されている。

これらのソフトウェアは，メーカー独自の設計思想に基づき，各機器間の整合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，この設計思想およ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。 

前述の理由により，該設備の設計，施工を行ったプラントメーカーである株式会社タクマと随意

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 

８と同様 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市横大路学園プラント設備保守管理委託（その１） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

兵庫県西宮市甲子園口６丁目１番４５号 

極東開発工業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，２６６，３２０円 

 

７ 契約内容 

横大路学園プラント設備の定期点検整備 

 

８ 随意契約の理由 

本施設は市民が有料指定袋に入れて排出したプラスチック製容器包装（以下，「資源ごみ」という。）

を受入れ，袋や異物を作業者の手作業で除去したのち，圧縮梱包処理を施して再資源化業者に出荷

する施設であり，発注仕様書に基づき，性能発注により再整備された廃棄物処理施設である。 

本施設は，缶・びん・ペットボトルを中間処理していた横大路学園の工場棟を再整備して使用し

ており，各設備においては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・製作しており，そのためその形状・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できるようにした，いわゆる総合プラントである。また横大路学園は知的障

害者の授産施設であり，各設備の運用上の安全対策には万全を期す必要がある。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，破袋機，圧縮梱包機，選別設備等

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の独自技術が必要となる。 

また，圧縮梱包施設の運転に必要なソフトウェアは，各機器の運転操作を司る操作盤および自動

運転を集中制御する制御盤など，プラントメーカーが独自に開発したソフトウェアで構成されてい

る。これらのソフトウェアは，メーカー独自の設計思想に基づき，各機器間の整合を考慮し設計製

作されているものであり，点検，調整，修理を行うためには，この設計思想およびソフトウェアの

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。本委託業務において必要な設備機器および



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，再整備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極東開発工業株式会

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 

８項「随意契約の理由」に同じ 

 

11 その他 

 

ﾚ 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度塩化水素濃度等連続分析計保守管理委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市中央区北浜東１－８  

京都電子工業株式会社   

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，９９９，２００円 

 

７ 契約内容 

各クリーンセンターにおいて，焼却炉の運転状況を監視するために設置している塩化水素濃度等

連続分析計の性能維持を目的とし，機能を損なうことなく正常に稼動させるために必要な定期点検

整備を主とした保守管理業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本契約の履行には，「機器の構造等に関する技術情報を有していること」，「各機器の演算プログラ

ム等に関する技術情報を有していること」，「保守点検業務の適用範囲で軽微な修理が可能であるこ

と」が必要となる。 「機器の構造等に関する技術情報」について，点検対象機器の機能について正

確に把握し，機器の部品交換を行うためには，機器の内部構造についても正確な技術情報を有して

いなければならない。「各機器の演算プログラム等に関する技術情報」について，連続分析計の情報

処理制御システムを構成する部分については，内蔵された演算プログラムによってデータが処理さ

れており，その他のプラント各機器の分析データを取り込み，演算プログラムで適正処理し，制御

されている。このようなシステム又は各機器全体において，非正常な状態にあると判断されるため

原因を解析しようとするとき，又は不具合について修復作業を行おうとするときは，各演算プログ

ラムの内容について詳細な情報を有していなければ相互間のデータの調整が実施できない。 「保守

点検業務の適用範囲」について，業務内容に軽微な修理を伴う作業を含んでいるため，保守点検に

必要な技術情報を有することに加え，さらに軽微修理の手順，方法等に関する技術情報，交換のた

めのプログラム及び特殊部品の入手が可能であることが必要となる。 また，各演算プログラムは，

製造業者が独自技術を用いて製造したもので，機器の構造，プログラムの内容等の必要な技術情報

は，製造業者である京都電子工業㈱のみが有しており，本市を含め他の者へは供与しておらず，ま



た，公開もしていない。 さらに，交換に必要なプログラム及び特殊部品についても製造業者である

京都電子工業㈱のみが有しており，他へは供与していない。 よって，契約の履行に必要な技術情報

を有する者が製造業者である京都電子工業㈱に特定され，他の者では契約を履行することができず

競争入札に適しない。 

前述の理由により，製造業者である京都電子工業㈱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 

８と同様 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市南部クリーンセンター整備工事 ただし，第一工場１・２号焼却炉耐火物整備工事 

 

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２７年６月３０日 

 

４ 履行期間 

契約の翌日から平成２７年１０月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市淀川区宮原１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） 

３３，２６４，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市南部クリーンセンター第一工場プラント設備の１・２号焼却炉耐火物の更新 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該ごみ処理施設は，プラント機器の形状や寸法，運転条件など多くの事項において，プラント

メーカー独自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。焼却炉はごみ焼却時の熱により膨張が生じる。炉壁の耐火物は，８５

０℃以上の火炎から炉本体を保護するだけでなく，この熱膨張にも対応できるプラント建設メーカ

ー独自の技術及びノウハウ等により設計・施工されており，こうした技術及びノウハウ等は他社に

公開されていない。また，当該設備は，連接する燃焼設備，ガス冷却設備，排ガス処理設備，灰出

し設備等の既設部分と密接に関連しており，それらが一体となることで本来の性能を発揮すること

から，本工事を施工するにあたって特許等独自技術に関する情報や既設設備について詳細に把握し

ていることが必要である。  

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ＪＦＥエンジニアリ

ング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 

８と同様 

 

11 その他 

 

 



別紙様式

工事名

工事場所

工　　期 　契約の翌日から平成２７年１０月３１日

　

　京都市南部クリーンセンター整備工事
　ただし，第一工場１・２号焼却炉耐火物整備工事

　京都市伏見区横大路八反田２９番地

工事概要

　

　燃焼設備　　　　　　　　　一式



（内訳総括）

名 称 単位 金 額 備 考

１　直接工事費 一式 23,093,126

２　共　 通　 費 7,746,874

　　共通仮設費 一式 1,256,027

　　現場管理費 一式 2,834,528

　　一般管理費等 一式 3,656,319

工　事　価　格 一式 30,840,000

消費税相当額 一式 2,467,200

請 負 工 事 費 一式 33,307,200



　種　目　別　内　訳　書

名 称 単位 金 額 備 考

　　　ごみ焼却設備 一式 23,093,126

　　　　　　　計 23,093,126



　科　目　別　内　訳　書

名 称 単位 金 額 備 考

　　　　１  燃焼設備 一式 23,093,126

　　　　　　　計 23,093,126

    ごみ焼却設備



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市東北部クリーンセンター整備工事 ただし，燃焼段火格子及びボイラ水管整備工事 

 

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２７年５月２７日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から平成２７年９月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区堂島浜２丁目１―２９ 古河大阪ビル  

川崎重工業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２２，４２０，８００円 

 

７ 契約内容 

京都市東北部クリーンセンターの１号炉燃焼段火格子の更新及び第一放射室ボイラ水管の整備 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本クリーンセンターのプラント設備は，建設時に本市が提示した処理対象物に対し，本市が定め

た発注仕様書を全て満足しながら安定した処理ができるよう設計，施工された，総合プラントであ

る。個々の機器類の設計はもとより，数多く配置された機器類の構成はプラントメーカー独自の設

計思想やノウハウに基づいており，独自の制御技術を駆使して性能を維持している。 

今回の整備対象である燃焼段火格子及び第一放射室ボイラ水管は，ともに焼却施設の根幹となる

設備である。ごみを燃焼させ，発生した燃焼熱を回収するだけに留まらず，内部に精緻な燃焼用空

気流路を持つ火格子ではダイオキシン類等の発生抑制に深く関わり，また，ボイラ水管の管理は廃

棄物発電の効率に大きな影響を持っている。正にプラントメーカー独自の設計思想やノウハウが結

集された設備である。こうした独自技術に関する知識，情報等は他社に公開されていないことから，

本工事の施工にあたって必要とされる技術及び情報を有している， 

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建設メーカーである川崎重工業株式

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 

８と同様 

 

11 その他 

 

 



別紙様式

工事名

工事場所

工　　期

　京都市東北部クリーンセンター整備工事
　ただし，燃焼段火格子及びボイラ水管整備工事

　京都市左京区静市市原町１３３９番地　地内

工事概要

　

　燃焼設備　　　　　　　　一式

　燃焼ガス冷却設備　　　　一式

　廃材処分　　　　　　　　一式

　契約の日の翌日から平成２７年９月３０日



（内訳総括）

名 称 単位 金 額 備 考

１　直接工事費 一式 14,937,500

２　共　 通　 費 5,912,500

　　共通仮設費 一式 1,722,918

　　現場管理費 一式 2,267,419

　　一般管理費等 一式 1,922,163

工　事　価　格 一式 20,850,000

消費税相当額 一式 1,668,000

請 負 工 事 費 一式 22,518,000



　種　目　別　内　訳　書

名 称 単位 金 額 備 考

　　　ごみ焼却設備 一式 14,937,500

　　　　　　　計 14,937,500



　科　目　別　内　訳　書

名 称 単位 金 額 備 考

　　　　１  ごみ焼却設備 一式 10,297,800

　　　　２  燃焼ガス冷却設備 一式 4,479,200

　　　　３　廃材処分 一式 160,500

　　　　　　　計 14,937,500

    ごみ焼却設備



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市水垂排水機場２号排水ポンプ駆動用ディーゼルエンジン他整備委託 

 

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２７年９月２４日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から平成２８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 

クボタ機工株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５３，３６０，０００円 

 

７ 契約内容 

２号排水ポンプ分解整備，排水ポンプ駆動用ディーゼルエンジン及び減速機整備他 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 水垂排水機場の主要設備である排水ポンプ及び関連機器はクボタ機工株式会社が独自技術を駆使

し，機能を発揮するよう設計・施工したものである。本件で整備する排水ポンプ，ポンプ駆動用デ

ィーゼルエンジン，及びこれらを連結する減速機，クラッチは密接に関係しており，それらの設計

情報及びそれらを連接する技術等は他社に公開されていない。また，本施設は水害対策を目的とし

ており，機能を完全に停止することができないため，４基あるポンプのうち３基を活かしながら整

備を行うこととなるが，本施設の確実な稼働を確保しつつ短期間で整備を行うことは，施設全体を

熟知しているメーカー以外には実現できない。 

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機工株式会社

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 

８と同様 

 



11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７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１） 

 

２ 担当所属名 

環境政策局適正処理施設部南部クリーンセンター工場課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２７年１１月３０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 大阪支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

２３８，４６４，０００円 

 

７ 契約内容 

南部クリーンセンター第一工場ごみ焼却炉設備（プラント本体）の定期点検 

 

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・

運転条件などの多くの事項がメーカー特許やノウハウに属し，所定の性能をはっきできるように

した，いわゆる総合プラントである。 

ごみ処理施設の保守管理委託は，本市ごみ処理計画を円滑に遂行するため，施設性能を継続的

に維持管理させ，故障休機の未然防止と法的な基準に適合するための整備を実施するものであり，

同一業者以外の者に施工させた場合，施設全体としての性能（たとえば公害規制値などの遵守や

処理能力）が保障されないなど著しい支障の生じる恐れがある。 

以上，本委託業務は，当該施設を扱うことができ，現場の運用状況や機能を十分熟知したプラ

ントメーカーでないと履行できないため，上記業者との随意契約とした。 

 

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 

８項「随意契約の理由」に同じ 

 



11 その他 

 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度南部クリーンセンター管理課燃料化施設プラント保守管理委託（その２） 

 

２ 担当所属名 

環境政策局適正処理施設部南部クリーンセンター管理課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年度７月３１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年８月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 

 日立造船株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，８８０，０００ 円 

 

７ 契約内容 

燃料化施設プラント保守管理委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 （１）契約履行に必要な技術情報等  

ア 定期点検整備  

（ｱ） 機器の構造等に関する技術情報  

点検時に正常に稼動するかどうかの確認を行うためには，点検対象機器の機能について正

確な技術情報を有していなければならない。また，部品交換を行うためには，点検対象機

器の内部構造についても正確な技術情報を有していなければならない。  

（ｲ） 各機器の制御プログラム等に関する技術情報  

燃料製造プラントの各機器全体は，自動制御システムに内蔵されたプログラムによって稼

動しており，プログラムからの指令により制御されている。自動制御システム又は各機器

全体について，非正常な状態にあると判断され，原因を解析究明しようとするとき，又は

不具合について修復作業を行おうとするときは，指令塔である自動制御システムのプログ

ラム内容について詳細な情報を有していなければ実施できない。  

イ 臨時点検・整備 

 臨時点検・整備は，不測のプラントトラブルに関して軽微な修理を伴う業務であるため，

定期点検・整備に必要な技術情報を有することに加え，さらに修理の手順，方法等に関する

技術情報，修復に必要なプログラム及び特殊部品の入手が可能であることが必要不可欠とな



る。  

（２） 必要な技術情報等を有する者 

プログラムは，製造業者の独自開発で製造したものであり，機器の構造，プログラムの

内容等の必要な技術情報は，本市を含め他の者へは供与しておらず，また，公開もしてい

ない。 

さらに，プラントトラブル修復に必要なプログラム及び特殊部品についても製造業者で

ある日立造船㈱のみが有しており，他へは供与していない。  

（３） 整備に必要な部品等 

プラントトラブル修復に必要なプログラム及び特殊部品について製造業者が有しており，

他へは供与していない。  

 

         以上より，本件業務委託は，本件業務遂行のための条件を唯一備えている上記業者との随意

契約とした。 

  

 

 

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 

８項「随意契約の理由」に同じ 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

南部クリーンセンター自動計量システム保守管理委託 

 

２ 担当所属名 

環境政策局適正処理施設部南部クリーンセンター管理課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市東成区東小橋１丁目12-10 

シンワシステム株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１８，５７６，０００ 円 

 

７ 契約内容 

南部クリーンセンター持込ごみ自動計量システムの定期及び臨時の点検及び整備 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 本業務遂行のためには，各機器の構造及び制御プログラム等に関する詳細かつ正確な技術情報

を有している必要がある。また，軽微な修理を行うこともあるため，修理の手順・方法に関する

技術情報，交換のためのプログラム及び特殊部品の入手が可能であることも必要である。  

光ネットワークを用いてデータ送信・解析を行う本システム独自の機器の構造，プログラムの

内容等の必要な技術情報，および交換のためのプログラム及び特殊部品は，本システムの製造業

者である上記業者のみが有しており，本市を含めて，他社への公開・提供は行っていない。 

以上より，本件業務委託は，本件業務遂行のための条件を唯一備えている上記業者との随意契

約とした。 

 

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 

８項「随意契約の理由」に同じ 

 

11 その他 



 

 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市南部クリーンセンター粗大ごみ破砕設備保守管理委託（その２） 

 

２ 担当所属名 

環境政策局適正処理施設部南部クリーンセンター 

 

３ 契約締結日 

平成２７年度９月２８日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市西区土佐堀一丁目3番20号 三菱重工大阪ビル 

 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社関西支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

３０，７８０，０００円 

 

７ 契約内容 

南部クリーンセンター粗大ごみ破砕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） 

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・運転条件などの多くの事項がプラントメーカーの特許やノウハウに属し，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。 

破砕施設が所定の性能を発揮するために，許容できる劣化，損傷の範囲については，プラント

メーカー以外に公開された明快な基準がなく，破砕施設を設計，製造したプラントメーカーが独

自のノウハウに基づいて判断している。したがって，交換，補修等の修理（整備）を必要とする

状況にあるか否かの正確な判断は，プラントメーカー以外の者には不可能である。 

 さらに，破砕機の運転は，メーカー独自のソフトウェアを用いて制御されており，他の設備と

組み合わせて，処理の能力等の所定の性能を発揮しているが，この独自ソフトウェアは，公開さ

れておらず，ソフトウェアの調整には，メーカー独自の技術が必要で，建設したプラントメーカ

ー以外の者では，行うことができない。 

 以上の理由により，独自技術及びノウハウ等を保持し，既設設備を設計・施工した三菱重工環

境・化学エンジニアリング株式会社でなければ本委託業務を行うことができない。 

よって，本委託業務においては，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－（イ））により三菱重工環境・化 



学エンジニアリング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２７年度京都市東北部クリーンセンター粗大ごみ破砕設備保守管理委託（その１） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

 平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

 大阪府大阪市北区堂島浜２丁目１―２９ 古河大阪ビル 

 川崎重工業株式会社関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

 ２７，８８５，６００円 

 

７ 契約内容 

 プラント機器の性能を保持するために，定期点検及び各種法令に基づく定期検査を受けるため 

の点検整備としての保守管理委託 

 

８ 随意契約の理由 

   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。 

   破砕施設が所定の性能を発揮するために，許容できる劣化，損傷の範囲についてはプラントメ

ーカー以外に公開された明快な基準がなく，破砕施設を設計・製造したプラントメーカーが独自

のノウハウに基づいて判断している。したがって交換・補修等の修理を必要とする状況にあるか

否かの正確な判断はプラントメーカー以外のものには不可能である。 

   さらに，破砕機の運転は，メーカー独自のソフトウエアを用いて制御されており，他の設備と

組合わせて，処理能力等の所定の性能を発揮しているが，この独自ソフトウエアは公開されてお

らず，ソフトウエアの調整にはメーカー独自の技術が必要で，建設したプラントメーカー以外の

者では行うことができない。 

   よって，主要設備の点検・調整・修理等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，他のもの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。 

 

 

 



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 

 平成２７年度京都市東北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理委託（その１） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

 平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

 大阪府大阪市北区堂島浜２丁目１―２９ 古河大阪ビル 

 川崎重工業株式会社関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

 ３０３，６９６，０００円 

 

７ 契約内容 

 プラント機器の性能を保持するために，定期点検及び各種法令に基づく定期検査を受けるため   

の点検整備としての保守管理委託 

 

８ 随意契約の理由 

 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 

 平成２７年度京都市東北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理委託（その２） 

 

２ 担当所属名 

 環境政策局東北部クリーンセンター 

 

３ 契約締結日 

 平成２７年９月２８日 

 

４ 履行期間 

 平成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

 大阪府大阪市北区堂島浜２丁目１－２９ 古河大阪ビル 

 川崎重工業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

 １１５，５６０，０００円 

 

７ 契約内容 

 プラント機器の性能を維持するために，定期点検及び各種法令に基づく定期検査を受けるため 

の点検整備としての保守管理委託 

 

８ 随意契約の理由 

 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 

 ８項「随意契約の理由」に同じ 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

 平成２７年度京都市東北部クリーンセンター排ガス濃度連続分析計保守管理委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

 平成２７年４月１日から平成２８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徳大寺町１ 島津製作所Ｎ５号館３Ｆ 

 株式会社島津アクセス 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

 ８，４４５，６００円 

 

７ 契約内容 

排ガス濃度連続分析計が所定の機能を継続して発揮するよう，各機器及び装置全体の作動状況

等の機能の確認，定期交換部品の取替，点検時に発見した軽微な不具合の復旧作業及びこれらの

作業時に併せて各機器の清掃を行う。故障発生時において緊急対応（点検，部品交換，軽微な修

理等）を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

点検対象機器の内部構造について必要な技術情報，各機器の排ガス濃度測定プログラムに関す

る技術情報，臨時点検・整備等，契約の履行に必要な技術情報を有する者が，株式会社島津アク

セスに特定され，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，株式会社島

津アクセス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 

排ガス濃度連続分析計は，株式会社島津製作所が独自技術を用いて製造したもので，機器の構

造，排ガス濃度測定プログラムの内容等の必要な技術情報は製造業者である株式会社島津製作所

のみが有しており，同社のメンテナンス部門を担当している関連会社の株式会社島津アクセスに

のみ技術情報を供与している。 



交換に必要な排ガス濃度測定プログラム及び特殊部品についても製造業者である株式会社島津

製作所のみが有しており，関連会社の株式会社島津アクセス以外へは供与・公開していない。 

したがって，契約の履行に必要な技術情報等をすべて有し，かつ契約の履行が可能な者は株式

会社島津アクセスに限られている。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

 平成２７年度京都市東北部クリーンセンター計装設備点検整備委託 

 

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２７年５月１５日 

 

４ 履行期間 

 平成２７年５月１６日～平成２７年８月１４日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

 京都市中京区西ノ京徳大寺町１番地 

 島津システムソリューションズ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

 １４，１４８，０００円 

 

７ 契約内容 

 プラント機器（計装設備）の性能を維持するため，各機器及び装置全体の作動状況等の機能の 

確認，定期交換部品の取替，点検時に発見した軽微な不具合の復旧作業及びこれらの作業時に併 

せて各機器の清掃を行う。故障発生時において緊急対応（点検，部品交換，軽微な修理等）を行 

う。 

 

８ 随意契約の理由 

 各計装機器の大部分は，株式会社島津製作所が設計製作したものであり，これらの製品のメン 

テナンス部門を担当する島津システムソリューションズ株式会社は，独自の技術が数多く使用さ 

れた計器等について原理，構造，構成部品の細部に至るまで熟知し，また，保守管理を的確かつ 

効率的に実施できる技術を有する者が，島津システムソリューションズ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，島津システムソリューションズ 

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 

 ８項「随意契約の理由」に同じ 

 



11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

 平成２７年度東北部クリーンセンター計量データ処理装置及び料金徴収システム保守管理委託 

（その２） 

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２７年８月１日 

 

４ 履行期間 

 平成２７年８月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

 兵庫県尼崎市南初島町１２番地の６ 

 株式会社 アセック 

 

６ 契約金額（税込み） 

 ３９，０８５，２００円 

 

７ 契約内容 

 本システムを常に良好な運転状況に維持するため，各機器及びシステム全体の作動状況等の機 

能の確認，定期交換部品の取替え，点検時に発見した軽微な不具合の復旧作業及びこれらの作業 

時に併せて行う各機器の清掃を行う。故障発生時において緊急対応（点検，部品交換，軽微な修 

理等）を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

 点検対象機器の内部構造について必要な技術情報，ネットワークシステムを構築する各プログ 

ラムについて正確な技術情報，臨時点検・整備等契約の履行に必要な技術情報を有する者が，シ 

ステムを構築した株式会社アセックに特定され，他の者では契約を履行することができず競争入 

札に適しないため，株式会社アセック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 

 本システムのプログラムは，株式会社アセックが独自技術を用いて構築したもので，ネットワ 

ークを介しての機器との連接，プログラムの内容等の必要な技術情報は，製造業者である株式会 

社アセックのみが有しており，本市を含め他の者へは供与しておらず，また公開もしていない。 

さらに，交換に必要なプログラム及び特殊部品についても製造業者である株式会社アセックのみ  



が有しており他へは供与していない。 

 したがって，契約の履行に必要な技術情報をすべて有し，かつ契約の履行が可能な者は株式会  

社アセックに限られている。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  平成２７年度京都市東北部クリーンセンター蒸気タービン調速機整備委託 

 

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２７年８月７日 

 

４ 履行期間 

 平成２７年８月８日から平成２７年９月３０日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

 大阪府大阪市北区堂島浜２丁目１―２９ 古河大阪ビル 

 川崎重工業株式会社関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

 １１，９６６，４００円 

 

７ 契約内容 

 ごみ焼却炉設備の性能維持を目的に，プラント機器の定期点検整備及び各種法令に基づく定期 

検査を受けるための点検整備 

 

８ 随意契約の理由 

   蒸気タービン設備は，ごみ焼却により発生する熱のリサイクルを目的として発電を行うための 

  駆動装置である。発電機と直結され，種々の制御により運転を行っているが，本整備で対象とな 

  る電気ガバナにはタービン回転数を一定にする，発電機出力を一定にする，また，タービンへの 

  入口蒸気圧力を一定にすること等により安定的な発電を行うための 重要な制御機器である。      

   蒸気タービン設備において，回転時に異常振動した場合，各機器等の破損につながり一気にそ  

  の機能を失う恐れがあるため，点検，調整，修理を行うためには，蒸気タービンにおける蒸気の 

  圧力，流れ，流量，タービンの構造，応力分布等に関して正確な知識が必要である。また，異常 

  発生時に安全にこれを制御するため独自技術により開発したソフトウエアを使用しているが，こ 

  の制御ソフトウエアに関する技術情報も不可欠である。   

   よって，主要設備の点検・調整・修理等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，他のもの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。 

 

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 

平成２７年度京都市北部クリーンセンター排ガス濃度連続分析計保守管理委託  

 

２ 担当所属名 

環境政策局適正処理施設部北部クリーンセンター  

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日  

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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徳大寺町１ 島津製作所 N5 号館 3F 

株式会社島津アクセス  

 

６ 契約金額（税込み） 

金６，１４１，２６８円  

 

７ 契約内容 

排ガス濃度連続分析計が所定の機能を継続して発揮するよう，各機器及び装置全体の作動状

況等の機能を確認，定期交換部品の取替，点検時に発見した軽微な不具合の修復作業，機器の

構成部品の修理・部品取替，これらの作業時に併せて各機器及び排ガス連続分析計機械室等の

清掃を行う。また，故障発生時において，緊急対応（２４時間常時待機，点検，部品交換，修

理等）を行う。さらに，排ガス濃度連続分析計の安全確保，正しい利用法についての啓蒙及び

関係法令改正等の情報提供を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

排ガス濃度連続分析計は，㈱島津製作所が独自技術を用いて製造したもので，排ガス濃度測

定プログラムの内容，機器の構造等，契約の履行に必要な技術情報は㈱島津製作所のみが有し

ており，市場には公開していない。㈱島津製作所はメンテナンス部門を持たず，唯一㈱島津ア

クセスにのみ技術情報を供与し，メンテナンス業務を実施させている。また，部品交換に必要

な排ガス濃度測定プログラムについての情報及び特殊部品についても㈱島津アクセスのみに供

与しており，他へは供与・公開していない。 

以上のことから，本契約の履行に必要な機器の構造等について技術情報を有する者が，㈱島

津アクセスに特定される。したがって，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，㈱島津アクセス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 

「８ 随意契約の理由」と同じ 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理委託（その１） 

 

２ 担当所属名 

環境政策局適正処理施設部北部クリーンセンター 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２７年９月３０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） 

金４２，０４４，４００円 

 

７ 契約内容 

北部クリーンセンターごみ焼却炉設備（プラント本体）の定期点検 

 

８ 随意契約の理由 

北部クリーンセンターのごみ焼却炉設備は完全自動化のため，中央電算室のコンピュータが

設備全体の運転状況を把握し，コントロールをしている。 

特に自動燃焼装置(ＩＣＣ)は，製造業者である株式会社クボタから事業譲渡されたクボタ環

境サービス株式会社が独自に行った試運転情報を基に焼却炉の空気量や関係機器の動作がプロ

グラムされ，独自の専用ソフトウェアにより自動で所定の焼却性能や公害防止性能，発電性能

等を発揮できるように機能する総合プラントになっている。 

このため，ごみ焼却炉設備の安定稼動維持を目的とした保守管理委託では，総合プラントと

しての性能や機能についても保証されなければならず，本契約の履行には，点検対象機器の機

能及び内部構造について，製造業者の正確な技術情報を有し，かつ，ソフトやプログラム等の

詳細内容についても情報を有していなければならない。 

以上のことから，本契約の履行に必要な機器の構造，自動運転プログラム等について技術情

報を有する者が，クボタ環境サービス株式会社に特定され，さらに，不具合が発生した場合の

復旧に必要なバックアップ情報や特殊部品については，クボタ環境サービス株式会社のみが有

していることから，クボタ環境サービス株式会社と随意契約をした。 

 

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  

８項「随意契約の理由」に同じ 

 

11 その他  



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理委託（その２） 

 

２ 担当所属名 

環境政策局適正処理施設部北部クリーンセンター 

 

３ 契約締結日 

平成２７年９月３０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１０月１日から平成２８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） 

金２０５，９０２，０００円 

 

７ 契約内容 

北部クリーンセンターごみ焼却炉設備（プラント本体）の定期点検 

 

８ 随意契約の理由 

北部クリーンセンターのごみ焼却炉設備は完全自動化のため，中央電算室のコンピュータが

設備全体の運転状況を把握し，コントロールをしている。 

特に自動燃焼装置(ＩＣＣ)は，製造業者である株式会社クボタから事業譲渡されたクボタ環

境サービス株式会社が独自に行った試運転情報を基に焼却炉の空気量や関係機器の動作がプロ

グラムされ，独自の専用ソフトウェアにより自動で所定の焼却性能や公害防止性能，発電性能

等を発揮できるように機能する総合プラントになっている。 

このため，ごみ焼却炉設備の安定稼動維持を目的とした保守管理委託では，総合プラントと

しての性能や機能についても保証されなければならず，本契約の履行には，点検対象機器の機

能及び内部構造について，製造業者の正確な技術情報を有し，かつ，ソフトやプログラム等の

詳細内容についても情報を有していなければならない。 

以上のことから，本契約の履行に必要な機器の構造，自動運転プログラム等について技術情

報を有する者が，クボタ環境サービス株式会社に特定され，さらに，不具合が発生した場合の

復旧に必要なバックアップ情報や特殊部品については，クボタ環境サービス株式会社のみが有

していることから，クボタ環境サービス株式会社と随意契約をした。 

 

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 

８項「随意契約の理由」に同じ 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市北部クリーンセンターＤＣＳ設備点検整備委託 

 

２ 担当所属名 

環境政策局北部クリーンセンター 

 

３ 契約締結日 

平成２７年９月２５日 

 

４ 履行期間 

平成２７年９月２６日から平成２７年１２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徳大寺町１番地 

島津システムソリューションズ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

金５，７２４，０００円 

 

７ 契約内容 

ごみ焼却設備等のプラント機器の性能を維持するため，定期点検整備を含む点検整備を委託

するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

北部クリーンセンターのごみ処理施設は，様々な機器や設備が一体となって正確に動作する

ことで性能を発揮するものであり，絶えず変化する各種流体（水，蒸気，空気等）の流量や圧

力，温度等を監視し，状況に応じて各機器を制御している。北部クリーンセンターについては，

これら機能を有するものとしてＤＣＳ設備を用いて運用している。 

本業務の実施にあたっては，各機器を制御しているソフトウエアと密接な関係にあることか

ら，ＤＣＳ設備の原理，構造，構成部品の細部にいたるまで熟知している者でなければ履行す

ることが出来ない。ＤＣＳ設備は株式会社島津製作所が独自の技術によって設計製作した特殊

製品であり，この独自技術に関する情報は，製品のメンテナンス部門を担当する島津システム

ソリューションズ株式会社を除き，他者には公開されていない。 

したがって，本委託業務は，京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン２－（１）－

イー（イ）「特殊な技術又は秘密の技術に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（ウ）「機器の保守点検，修理又は設置において，特殊な装備，部品等を

要するため，他の業者では実施することができないもの」に該当し，地方自治法施行令第１６

７条の２第１項第２号により，契約の履行に必要な技術情報を有する，島津システムソリュー

ションズ株式会社を委託先として選定し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 

８項「随意契約の理由」に同じ 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市埋立事業管理事務所 車両管理システム点検保守管理業務委託 

 

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２７年 ４ 月 １ 日 

 

４ 履行期間 

平成２７年 ４ 月 １ 日 から 平成２８年 ３ 月３１日 まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市東成区東小橋１丁目１２－１０ 

シンワシステム株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

金８，６４０，０００円 

 

７ 契約内容 

車両管理システムは，敷地内に進入する全ての搬入搬出車両の自動計量と帳票の作成，外来車両

の入出監視と入出許可カードの発行等を行う設備により構成されている。 

システムを正常に稼動させるため，点検保守管理業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

システムは，当初の設計施工業者が独自に設計・施工したものである。一連の設備は全てが連携

しており，独自のソフトウエアにより統合・制御されている。当該設備を点検保守管理するために

は，設備全体を制御しているソフトウエアを含め，設計施工業者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。 

 

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 

京都市東部山間埋立処分地浸出水処理施設操作運転システム更新 

 

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２７年 ６ 月１２日 

 

４ 履行期間 

平成２７年 ６ 月１２日から平成２８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） 

金１２２，０４０，０００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，浸出水処理施設の操作運転システムの基幹部分の一部

分及び廃型となった部分の整備を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

今回整備する制御装置（汎用品）と既設の機械設備や計装設備との整合性をとり，既存制御装置

に適合するソフトウェアの再設計に必要な情報を詳細に把握し，これらの新旧制御システムを一体

のシステムとして整備出来る技術を保持しているものでなければ，今後長年にわたる安定運転と復

旧体制を確保することは不可能である。これらの契約の履行に必要な情報や技術は，本市を含め他

の者に公開されておらず，現施設の制御装置を設計・施工したクボタ環境サービス株式会社のみが

有するものであり，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２７年度 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２７年 ９ 月２８日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から平成２８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） 

金３０，３１５，６００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27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１） 

 

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27年4月1日 

 

４ 履行期間    

平成27年4月1日から平成27年7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） 

１２，１４２，３３２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 

   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27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２） 

 

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27年7月31日 

 

４ 履行期間    

平成27年8月1日から平成27年12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） 

１８，１４６，６７４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 

   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27年度京都市魚アラリサイクルセンター臭気監視装置定期点検保守業務 

 

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27年4月1日 

 

４ 履行期間    

平成27年4月1日から平成28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徳大寺町１番地 

 島津システムソリューションズ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，１８４，０００円 

 

７ 契約内容 

魚アラリサイクルセンター臭気監視装置の定期点検保守業務 

 

８ 随意契約の理由 

   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。 

本施設を操業するためには，上記の法律等に基づく様々な維持管理基準はもちろん，地元

協定を遵守し，運転状況に関する様々な監視項目を記録し，閲覧に供する責務があるが，特

に臭気については地元の関心も高く， 重要監視項目である。 

同装置の制御システムは，島津製作所の特許技術をもとに，非常に複雑なプログラムで制

御されており，点検時に稼動状況が正常であるか判断するためには，このプログラムについ

て詳細な技術情報を有していることが必要であるが，この制御プログラムの内容は，メーカ

ーである島津製作所のみが有しており，外部には公開されていない。また，部品交換を行う

際においても，同装置の内部構造について正確な技術情報を有してなければならない。 

島津システムソリューションズは，本装置を設計・製作した島津製作所の子会社であり，

島津製作所のメンテナンス部門を専属で担当しており，唯一，島津製作所より制御プログラ

ムをはじめとする保守管理に必要な技術情報・部品が供与されている。 
   以上より，本件業務は，開発技術を有するメーカーのみが持っている制御プログラム等の

技術情報に基づき点検・整備を行う必要があり，他に契約を履行できる者がないため，島津

システムソリューションズ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２７年度 祇園祭後祭エコ屋台村企画運営業務委託 

 

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２７年５月１５日 

 

４ 履行期間 

契約の日から平成２７年１０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） 

６，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

平成２７年度祇園祭後祭エコ屋台村の企画立案，広報，増客施策，必要物品の作成，飲食屋台へ

のリユース食器の導入，関連事業者との調整等の運営業務を実施する。 

 

８ 随意契約の理由 

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，プロポーザル方式で選定することとした。 

 

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２７年度「生ごみ３キリ運動」普及啓発に関する企画運営業務委託 

 

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２７年７月１５日 

 

４ 履行期間 

契約の日から平成２８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） 

６，８９７，９６０円 

 

７ 契約内容 

食材を使い切る「使いキリ」，食べ残しをしない「食べキリ」，ごみとして出す前に水を切る「水

キリ」の３つの「キリ」に取り組む「生ごみ３キリ運動」の持続的な定着に向け，啓発の取組とし

て「食べ残しゼロ推進店舗認定制度」，「ＮＯレジ袋＆食品ロスゼロキャンペーン」，「３キリクッキ

ング講座」等を実施するとともに，これらの取組と連動した，ホームページ「京都 生ごみスッキリ

情報館」の更新に関する企画立案等の運営業務を実施する。 

 

８ 随意契約の理由 

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，プロポーザル方式で選定することとした。 

 

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２７年度「エコ学区」事業に係る学習会等支援業務 

 

２ 担当所属名 

環境政策局地球温暖化対策室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

委託契約締結日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市伏見区深草池ノ内町１３番地 

公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２３，７３８，０００円 

 

７ 契約内容 

地球温暖化対策に関する学習会等を開催する等，「エコ学区」のエコ活動を支援する。 

  学習会の企画・運営 

  エコ学区チャレンジプログラムの提供 

  各エコ学区への活動支援 

  情報報告及び提供 

  各エコ学区の活動報告書の作成，回収及び取りまとめ 

  京都環境賞のエコ学区部門への対応 

  報告 

 

８ 随意契約の理由 

  本業務については，地域ぐるみで地球温暖化について学び，その知識を地域活動に反映させ

ることが必要である。そこで，①地球温暖化をはじめとする環境問題全般に精通していること，

②地域活動に関わる業務の経験が豊富であること，③多様なエコ活動に関する講師派遣が可能

であること等が求められるため，価格以外の要素によって契約の相手方を選定する必要がある。  

  そのため，「地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号」に該当し，競争入札に適さない

ことから随意契約とし，「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に規定する競争（プ

ロポーザル）を行ったうえで契約の相手方を選定した。 

 

 

 



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 

  本業務の案件については，平成２７年３月１９日（木）から平成２７年３月２４日（火）ま

での期間に公募型プロポーザル方式により受託候補者を募集したところ，期日までに１者から

応募があった。 

  平成２７年３月２５日（水）に選考委員会を開催し，提出された企画提案書，ヒアリング結

果を基に，実施体制や業務経験，学習会等の企画内容等について総合評価を行い，当該委託先

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２７年度京のアジェンダ２１推進事業に関する業務委託 

 

２ 担当所属名 

環境政策局地球温暖化対策室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市伏見区深草池ノ内町１３ 京エコロジーセンター活動支援室内 

  京のアジェンダ２１フォーラム 

 

６ 契約金額（税込） 

１４，６７２，０００円 

 

７ 契約内容 

京（みやこ）のアジェンダ２１に掲げられた重点取組を市民及び事業者とのパートナーシップに

より推進するため，次の事項に関する業務を委託する。 

  京のアジェンダ２１フォーラム主体事業 

ア 再生可能エネルギーの拡大 

イ 企業等による環境活動の促進 

  連携・ネットワーク事業 

ア すまいのエコ化プロジェクト 

イ KES エコロジカルネットワークプロジェクト 

ウ 交通・観光のエコ化 

エ 家庭の省エネ相談所 

  環境活動情報等の収集・発信 

ア 環境情報等の収集 

イ 季刊誌の発行・メールマガジンの配信・ホームページの運営 

  環境保全活動を行う市民団体等との交流・共催事業の実施 



８ 随意契約の理由 

  本業務は，本市が平成９年１０月に策定した「京のアジェンダ２１」に示された取組の具体化と

行動への誘導及びその評価と充実を図り，もって環境と共生する持続型社会を実現するために，市

民，事業者，行政等がそれぞれの立場を尊重しつつ協働するパートナーシップを前提として積極的

に取り組む必要がある。 

  業務の実施に当たっては，地球温暖化対策に関する専門的な知識やノウハウを有するだけでなく，

市域に事業効果を波及させるために，幅広い主体が参画し，ネットワークを形成している組織を通

じて実施することが適当である。 

「京のアジェンダ２１フォーラム」は，この業務を円滑に進めるため，地球温暖化対策に関する

専門的な知識やノウハウを有し，多様な主体が参画するネットワーク組織として，平成１０年１１

月に設立された団体である。同組織には，京都商工会議所，京都工業会などの事業者団体，京都市

地域女性連合会などの市民団体，ＮＰＯなどの民間団体，学識経験者という多様で幅広い主体が参

画しており，京都市域において，各主体の参加を促し，共に行動していくことを通じて地球温暖化

対策を効果的に推進することのできる唯一の団体である。ついては，同団体を本業務の委託先とし

て選定するものである。 

 上記理由から「京のアジェンダ２１フォーラム」だけが履行可能であり，特定の者しか契約を履

行することができないため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当し，競争入札に

適しないので随意契約とする。 

 

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２７年度自立分散型エネルギー利用設備設置助成制度受付業務 

 

２ 担当所属名 

環境政策局地球温暖化対策室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561-10 

京都市住宅供給公社  

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，６２５，２００円 

 

７ 契約内容 

  自立分散型エネルギー利用設備設置助成制度に関する相談対応及び普及啓発に関する事務 

  自立分散型エネルギー利用設備設置助成制度受付業務に関する事務 

 

８ 随意契約の理由 

 委託業務を効率的かつ効果的に実施するため，委託先に必要な能力及び条件として， 

① 助成制度の受付窓口として，申請書の審査や事前相談への対応等の豊富な実績を有している

こと 

② 相談を行う機関として公的信用力を有していること 

③ 省エネリフォーム支援制度及び耐震改修支援制度と窓口を統一できること 

が挙げられ，委託先である京都市住宅供給公社は，以下の能力及び条件を有しているため，地方

自治法第１６７条の２第１項第２号の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」のうち，

「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」２- -ウに該当し，随意契約する。 

  

 ① 平成２２年度から「京都市すまい耐震支援窓口」を設置し，本市からの委託を受け，  

  民間木造住宅の耐震診断・改修を支援する業務を一元的に実施しており，業務遂行の 

  体制を有する。 

② 地方住宅供給公社法に基づき，本市が１００％出資して設立した法人であり，審査・

相談を行う機関として公的信用力を持っている。  

③ 公社の役員及び職員の構成，委託業務以外の業務の観点から，委託業務の公正な実

施に支障を及ぼすおそれがない。 



④ 省エネリフォーム支援制度及び耐震改修支援制度の窓口業務等を受託する予定であ

る。 

⑤ 特に耐震改修支援制度については，以下の理由から公社が業務を受託する必要があ

る。 

・建築物の耐震改修の促進に関する法律第５条で，都道府県が耐震改修促進計画を定

めるよう義務規定を置いており，京都府建築物耐震改修促進計画では，公社が京都

市と連携を図りながら耐震診断・耐震改修を実施することと明記されている。 

・京都市建築物耐震改修促進計画において，公社が民間所有の住宅の耐震診断・改修

の支援を検討することとしている。 

 

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 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書  

 

１ 件名 

平成２７年度こどもエコライフチャレンジ推進事業業務委託 

 

２ 担当所属名 

環境政策局地球温暖化対策室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１０日 

 

４ 履行期間 

委託契約締結日から平成２７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区帯屋町５７４番地 

  特定非営利活動法人気候ネットワーク  

 

６ 契約金額（税込み） 

２０，７４２，３１８円 

 

７ 契約内容 

   子ども版環境家計簿の作成・配送 

   事前学習会の開催 

   子ども版環境家計簿の回収・集計・分析・評価 

   事後学習会（振り返り学習会）の開催 

   エコライフ診断書の作成・内容確認・配送 

   人材育成研修の実施 

   ボランティアの活用 

   指導教員に対する説明等の実施 

   ボランティア説明会等の実施 

   学校関係者の意見聴取 

   運営会議の開催及び参加校との連絡・調整 

   フォローアップ用プログラム，教材等の開発 

   親子参加型学習会の企画・実施 

   マレーシア訪日団の入洛に伴う調整 

   実績報告書等の作成 

   メーリングリストの作成 

    

８ 随意契約の理由 

本業務は，全市立小学校で教材「こどもエコライフチャレンジ」を用いて，夏休み又は冬休み前

後に学習会を開催し，参加した子ども達が地球温暖化問題について自ら考え体験することにより，



家庭でのエコライフの実践継続を図るものである。 

   本業務の実施には，市民生活に伴う二酸化炭素排出の現状やその対策についての専門知識を有し

ていること，教材「こどもエコライフチャレンジ」及び一般用環境家計簿の取組結果の集計・解析

に必要な専門的な能力・経験・機器を有していること，全市立小学校での学習会の実施に対応する

ため，環境団体・各種ボランティアスタッフ等とのネットワーク及び連絡調整能力等を持つことが

必要である。 

よって，価格のみにより事業者を選定する競争入札には適していないため，「京都市物品等の調達

に係る随意契約ガイドライン」に規定する競争（プロポーザル）を行ったうえで契約の相手方を選

定し，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，随意契約手法にて契約を締結する

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 

本業務の案件については，平成２７年３月３１日から平成２７年４月６日までの期間に公告を行

い，期日までに特定非営利活動法人気候ネットワークの１者から参加申込みがあった。 

提出された企画提案書について，平成２７年４月７日に「平成２７年度こどもエコライフチャレ

ンジ推進事業に係る受託者選定委員会」を開催し，企画提案書，ヒアリング結果をもとに総合評価

を行い，選定基準点を上回った特定非営利活動法人気候ネットワークを委託先として選定した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市事業者排出量削減計画書制度に係る事業者訪問調査等業務委託 

 

２ 担当所属名 

環境政策局地球温暖化対策室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年６月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年６月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区中崎西４丁目３番２７号 

中外テクノス株式会社 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，２９０，０００円 

 

７ 契約内容 

   京都市事業者排出量削減計画書制度に係る事業者訪問調査等業務委託仕様書に基づき，次の内容

を委託する。 

(1) 情報提供業務 

(2) 提出様式改訂支援業務 

(3) データベース管理支援業務 

(4) チェックツール管理支援業務 

(5) 提出書類確認支援業務 

(6) 提出書類の分析業務 

(7) 事業者訪問調査業務 

(8) 重点対策実施フォロー調査業務 

(9) 事業者の訪問調査報告書の作成業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 本業務は，事業者を訪問し，エネルギー使用状況の調査を行い，事業に合わせた助言を行うなど，

その実施に高度な技術やノウハウを必要とする。 

このことから，契約の相手方の選定に当たっては，能力，技術及び経験に基づくノウハウ等によ

り訪問調査の品質を確保し，本事業の 終目的である温室効果ガスの削減を効果的及び効率的に実

現するため，その手法や内容などの主として価格以外の要素における競争によって選定する必要が

あり，競争入札には適さない。 

よって，「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に規定する競争（プロポーザル）を



行ったうえで契約の相手方を選定し，随意契約にて契約を締結するものとする。 

 

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 

本業務の案件については，平成２７年４月２０日（月）から平成２７年５月１日（金）までの期

間にプロポーザル参加の公募を行い，期日までに中外テクノス株式会社の１者から参加申込みがあ

った。 

提出された提案書について，平成２７年５月１９日（火）に選定委員会を開催し，評価基準を基

に評価を行い，訪問調査等の実施体制が優れていること，また，予定価格以下の金額を提示してお

り，総合的にも優れていると評価されたため，中外テクノス株式会社を委託先として選定した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

バイオ軽油の実用化に向けた調査業務 

 

２ 担当所属名 

環境政策局地球温暖化対策室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年６月２６日 

 

４ 履行期間 

平成２７年６月２６日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市西区西本町１－３－１５ 大阪建大ビル 

ランドブレイン株式会社 大阪事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，９６２，０００円 

 

７ 契約内容 

「バイオ軽油」は，動植物油を高温・高圧下で触媒と反応させた接触分解油を水素化処理した燃

料である。実用化に向けた本格プラントの規模や製造する「バイオ軽油」の質・量等の技術的課題

を精査するとともに，環境負荷低減効果や経済波及効果も含めたトータルコスト等の検証を含めた

調査を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該調査で実施するバイオ軽油による車両影響評価では，走行データを収集し，検証するために

まとまった期間が必要であり，報告書の取りまとめに要する時間を勘案して，年度当初に調査の開

始を予定していた。  

また，当該調査の履行には，「バイオ軽油」に関連する基礎的知識だけではなく，製造プロセス等

の専門的知見を有する事業者の協力が不可欠であるため，提案公募型プロポーザル方式による契約

者選定手続を予定していた。 

ところが，当該調査の実施に先立って急きょ国と法令上の協議が必要となり， 終見解を得られ

たのが５月末となったことから，直ちに調査を開始しなければ，所要の成果が得られなくなり，本

市にとって不利となる状況となった。このため，複数の事業者に対して，履行要件を満たし，調査

を受託する意思があるか等ヒアリングを行った結果，ランドブレイン株式会社と契約を締結すれば，

所要の期限内に履行が完了し所要の成果が見込まれることから，地方自治法施行令第１６７条の２

第１項第６号に及び「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」の規定により，同社と随

意契約を結ぶこととする。 

なお，請負金額について，他社に比べて， 大２０％程度割安であることも確認している。 



 

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 

なし 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

リユースびん等の拠点回収に係る業務委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市伏見区島津町152番地 

京都硝子壜問屋協同組合 

 

６ 契約金額（税込み） 

１８，８９９，７８０円 

 

７ 契約内容 

リユースびん等の回収，洗浄を行いリユースびん市場に循環させる。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 リユースびん（リターナブルびん）拠点回収事業は，京都市内全域において，リユースびん 

 の利用及び回収，再使用を促進することを目的とするため，回収されたリユースびんは，確実 
 にリユースのルートにのせる必要がある。 

 したがって，当該業務の遂行には，回収したリユースびんを洗浄し，酒造メーカーへの販 
路を確実に確保している必要があり，国内で当該能力を有するのは専門の洗びん業者のみであ 

る。全国びん商連合会によりエリアごとの洗びん業者が決まっており，京都エリアにおける洗 

びん業者は京都市硝子壜問屋協同組合のみである。 

 

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 

燃やすごみ等収集運搬庸車業務 

 

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 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区西院東中水町８・９番地 

阪神トラック株式会社 

 

京都市伏見区横大路芝生３０番地の１ 

公栄運輸株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）２４７，６９８，７０２円 

 

７ 契約内容 

本市の市域内における定期ごみ（燃やすごみ及び資源ごみ）を本市職員とともに収集し（収集作

業については，本市職員が行う），本市が指定する施設に運搬する。 

 

８ 随意契約の理由 

   本業務を含む一般廃棄物の収集，運搬，処分等の委託については，廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行令第４条において，受託者が受託業務を遂行するに足りる施設，人員及び財政的基礎を

有し，かつ，受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であることを求めている。 

  上記の要件を満たし，かつ，本市市域内の地理的条件等に精通し，長年の経験に基づく信用，技

術により，円滑に業務を実施する能力を有する業者を選定するため，本業務について随意契約を締

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１０条第１項第   号 

□地方自治法施行令第１６７条の２第１項第   号 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条 

 

 



10 契約の相手方の選定理由 

本件委託業者は，本業務の遂行に必要な人員，機材等を必要数保有しており，廃棄物の処理及び

清掃に関する法律施行令第４条の各号の規定に基づいて行った施設，機材，財政的基礎の審査に適

合し，本件業務の実施に関し相当の経験を有しているものである。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

燃やすごみ等収集運搬庸車業務（平成27年4月入札不落随契分） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１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 

京都市右京区西院東中水町８・９番地 

阪神トラック株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）２２０，０５０，７５６円 

 

７ 契約内容 

本市の市域内における定期ごみ（燃やすごみ及び資源ごみ）を本市職員とともに収集し（収集作

業については，本市職員が行う），本市が指定する施設に運搬する。 

 

８ 随意契約の理由 

契約相手方については，「京都市ごみ収集業務改善実施計画」に基づく透明性，公平性を確

保した「京都市燃やすごみ等収集運搬業務委託に係る競争入札」を平成２７年１月１４日に実

施し，業者選定を行ったが，有資格者が１者であったため入札不成立とし，地方自治法施行令

第１６７条の２第１項第８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基づき，

当該有資格者と価格交渉を行い，予定価格内であったため，当該有資格者と随意契約により契

約を締結した。 

 

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８号 

□廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本件委託業者は，本業務の遂行に必要な人員，機材等を必要数保有しており，廃棄物の処理及び

清掃に関する法律施行令第４条の各号の規定に基づいて行った施設，機材，財政的基礎の審査に適

合し，本件業務の実施に関し相当の経験を有しているものである。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

大型ごみ等収集運搬業務委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市左京区静市市原町７１４番地の２ 

  洛北運輸株式会社 

 

  京都市南区上鳥羽角田町８９番地 

  京和産業株式会社 

 

  京都市南区吉祥院新田二ノ段町５８番地の２ 

  有限会社大成浄美社 

 

  京都市西京区桂上野中町２４９番地 

  大同興業株式会社 

 

  京都市南区上鳥羽南鉾立町４８番地 

  有限会社共栄産業 

 

６ 契約金額（税込み） 

 （予定総額）２５８，３７１，０５８円 

 

７ 契約内容 

本市の市域内における大型ごみ及び供物を収集し，本市が指定する施設に運搬する。 

   

８ 随意契約の理由 

   本業務を含む一般廃棄物の収集，運搬，処分等の委託については，廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行令第４条において，受託者が受託業務を遂行するに足りる施設，人員及び財政的基礎を

有し，かつ，受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であることを求めている。 

上記の要件を満たし，かつ，本市市域内の地理的条件等に精通し，長年の経験に基づく信用，技

術により，円滑に業務を実施する能力を有する業者を選定するため，本業務について随意契約を締

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１０条第１項第   号 

□地方自治法施行令第１６７条の２第１項第   号 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本件委託業者は，本業務の遂行に必要な人員，機材等を必要数保有しており，廃棄物の処理及び

清掃に関する法律施行令第４条の各号の規定に基づいて行った施設，機材，財政的基礎の審査に適

合し，本件業務の実施に関し相当の経験を有しているものである。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

死獣収集運搬業務委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区西院東中水町８・９番地 

阪神トラック株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）４６，９２３，６８８円 

 

７ 契約内容 

本市の市域内における事業活動等から発生するもの以外の動物の死体を収集し，本市が指定する

施設に運搬する。 

 

８ 随意契約の理由 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条においては，委託の基準として「受託しようと

する業務の実施に関し相当の経験を有する者であること」を求めており，本業務の遂行に必要な人

員，機材等を必要数保有し，相当な業務経験を有する業者が限られることから，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基づき，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 

□廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本件委託業者は，本業務の遂行に必要な人員，機材等を必要数保有しており，廃棄物の処理及び

清掃に関する法律施行令第４条の各号の規定に基づいて行った施設，機材，財政的基礎の審査に適

合し，本件業務の実施に関し相当の経験を有しているものである。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  し尿前処理施設保守管理業務委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号 

  東京都中央区明石町８番１号 

  三機化工建設株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

  １１，８８０，０００円 

 

７ 契約内容 

   し尿前処理施設の点検整備を行い，機能を損なうことなく正常に稼動させるために必要な保守管理

業務として，年次計画に基づく整備及び保守点検と，経常の整備及び保守点検を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

 三機工業株式会社（以下「三機工業」という。）により設置されたし尿前処理施設（以下「本施設」

という。）は，その設備に，三機工業以外の製品である装置も含むが，それら装置の作動プログラム

や作動タイミングの設定は，プラントメーカーである三機工業独自の開発技術に基づいており，形

状・寸法・作動条件等多くの事項に関する三機工業の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，総合プラントとして設置されている。   

一連の設備は，三機工業が開発したソフトウエアによる制御を受け，必要な性能を発揮しているこ

とから，本施設の点検整備及び調整を行なうためには，個々の設備において必要な三機工業の独自技

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あり，施設全体としての性能を発

揮できるよう調整を行なうためには，各々を分離することはできない。 

また，本施設の性質上，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，各機器の構造等及び詳細な技術情報並びに全体を制御してい

るソフトウエアについての知見を有していなければならない。 



 本委託業務において必要な本施設の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，詳細な情報を有する者が設備を設置したプラントメーカーである三機工業以

外に存在しないため，他に本委託業務を履行できる者がなく，契約の相手方が特定されている。 

平成２２年度からは，三機工業における点検及び整備補修業務については，メンテナンス（点検，

整備補修工事）及び運転，維持管理を専門とした同社１００％出資子会社の三機化工建設株式会社（以

下「三機化工」という。）へ完全移行された。これに伴い本委託業務を履行できる者が三機化工とな

るため，地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項第 2号の規定により，本施設を建設した三機工業の点

検及び整備補修業務移行先である三機化工と随意契約を締結した。 

 

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 

し尿収集及び運搬業務委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区上鳥羽角田町８９番地 

京和産業株式会社 

 

京都市南区吉祥院新田二ノ段町５８番地の２ 

有限会社大成浄美社 

 

京都市西京区桂上野中町２４９番地 

大同興業株式会社 

 

京都市南区上鳥羽川端町２１番地の１ 

有限会社和田産業 

 

京都市南区上鳥羽南鉾立町４８番地 

有限会社共栄産業 

 

京都府亀岡市安町大池１１番地 

日進浄化槽センター株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）２８７，８９０，８３６円 

 

７ 契約内容 

本市の市域内のくみ取り便所において発生するし尿を収集し，し尿前処理施設に運搬する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  本業務を含む一般廃棄物の収集，運搬，処分等の委託については，廃棄物の処理及び清掃に

関する法律施行令第４条において，受託者が受託業務を遂行するに足りる施設，人員及び財政  



 的基礎を有し，かつ，受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること 

 を求めている。 

上記の要件を満たし，かつ，本市市域内の地理的条件等に精通し，長年の経験に基づく信用，

技術により，円滑に業務を実施する能力を有する業者は，上記契約先である６業者のみである

ため，本業務について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 

本件委託業者は，本業務の遂行に必要な人員，機材等を必要数保有しており，廃棄物の処理及 

び清掃に関する法律施行令第４条の各号の規定に基づいて行った施設，機材，財政的基礎の審査 

に適合し，本件業務の実施に関し相当の経験を有しているものである。 

 

11 その他 

 

 


