
001 平成27年04月01日
京都市ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）相談支援センターの業
務委託

37,000,000 
文化市民局共同参画
社会推進部男女共同
参画推進課

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

002 平成27年04月01日 平成27年度子ども・若者指定支援機関業務委託 35,228,000 
文化市民局共同参画
社会推進部勤労福祉
青少年課

（公財）京都市ユースサービス
協会

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年度地域若者サポートステーション事業委託 6,439,000 
文化市民局共同参画
社会推進部勤労福祉
青少年課

（公財）京都市ユースサービス
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04月01日 区役所・支所の構内電話設備の保守管理業務委託について 10,225,440 
文化市民局地域自治
推進室

西日本電信電話株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

005 平成27年09月02日
京都市山科区総合庁舎整備工事実施設計委託ただし，
空調設備その他改修工事実施設計委託について

2,808,000 
文化市民局地域自治
推進室

有限会社梅田設計事務所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

006 平成27年09月24日 京都市中京区役所整備工事ただし，昇降機設備改修工事について 32,000,400 
文化市民局地域自治
推進室

日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

007 平成27年09月28日
京都市左京区役所大原出張所耐震改修工事ただし，
建築その他改修工事について

6,588,000 
文化市民局地域自治
推進室

株式会社吉川工務店
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

008 平成27年07月01日 市民しんぶん等配布委託
予定
総額

28,951,992 
文化市民局地域自治
推進室

マルコーデリバリーサービス株
式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

009 平成27年04月21日
京北地域活性化のビジョンの策定及び同ビジョンの推進に向けた調
査，検討並びに企画業務について

9,786,960 
文化市民局地域自治
推進室

株式会社アミタ持続可能経済研
究所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

010 平成27年 4月 1日
市民窓口システム及び住民基本台帳ネットワークシステム用機器に係
るSEサポート

14,774,400 
文化市民局地域自治
推進室

市民窓口システム及び住民基本台帳
ネットワークシステム用機器に係る
SE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

011 平成27年 4月 1日
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につい
て

49,294,656 
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１号

012 平成27年 4月 1日 戸籍システム　パッケージ保守 9,875,520 
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

013 平成27年 4月 1日 戸籍システム　サポートセンター業務委託 5,288,795 
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

014 平成27年 4月 1日 戸籍システム　運用保守業務委託 9,720,000 
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

（単位：円）
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）

随意契約一覧表



（単位：円）
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）

随意契約一覧表

015 平成27年 6月 1日 社会保障・税番号制度導入に伴う住民基本台帳システム等の改修業務 58,985,625 
文化市民局地域自治
推進室

社会保障・税番号制度導入に伴
う住民基本台帳システム等の改
修業務コンソーシアム

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１号

016 平成27年 9月 25日京都市個人番号カード交付関連業務従事者派遣契約について
予定
総額

144,812,433
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２号

017 平成27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 6,800,000 
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

018 平成27年04月01日 京都市安心安全青色防犯パトロール 5,999,994 
文化市民局くらし安
全推進部くらし安全
推進課

京滋綜合警備保障株式会社
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
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

7,253,000 
文化市民局くらし安
全推進部人権文化推
進課

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

020 平成27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

7,171,000 
文化市民局くらし安
全推進部人権文化推
進課

特定非営利活動法人　崇仁まち
づくりの会

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年度京都市無料法律相談事業業務委託 32,336,630 
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

022 平成27年05月18日 ロームシアター京都サウスホール用移動式小迫（３尺×６尺） 17,928,000 
文化市民局文化芸術
都市推進室文化芸術
企画課

大林・藤井・岡野・きんでん・
東洋熱工業特定建設工事共同体

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18日 ロームシアター京都ソファー及びベンチ等（パブリックエリア）購入 15,012,000 
文化市民局文化芸術
都市推進室文化芸術
企画課

株式会社内外テクノス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

024 平成27年04月01日 旧三井家下鴨別邸主屋ほか２棟保存修理事業の委託
文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保
護課

京都府教育委員会
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20日 平成２７年度祇園祭山鉾芦刈山本体（木部）復元制作委託 5,715,652 
文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保
護課

株式会社竹田工務店
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 岩倉具視幽棲旧宅管理委託 5,080,000 
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

027 平成27年04月01日 名勝雙ヶ岡等管理委託 34,031,122 
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

028 平成27年04月01日 重要遺跡出土文化財整理業務委託 19,999,980 
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

（当 初）
64,600,000
（変更後）
91 400 000



（単位：円）
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）

随意契約一覧表

029 平成27年04月01日 出土遺物の保管，管理業務等の委託 69,485,000 
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

030 平成27年04月01日 京都市無形文化遺産展示室施設管理委託 5,955,180 
文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保
護課

公益財団法人祇園祭山鉾連合会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

031 平成27年04月01日 埋蔵文化財出土遺物文化財指定準備業務委託 30,000,000 
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

032 平成27年04月15日 埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料（伏見城跡）
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

033 平成27年07月15日 埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料（平安京跡・烏丸綾小路遺跡）
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

034 平成27年08月24日 埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料（長岡京跡・淀城跡） 5,194,800
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

035 平成27年04月01日 美術作品購入《上村松園「初夏の夕」》 16,200,000 
文化市民局美術館総
務課

笹尾廣一
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

036 平成27年04月01日 京都市美術館における２４時間常駐警備及び巡回警備等業務委託 16,241,040 
文化市民局美術館総
務課

日本パナユーズ株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

037 平成27年08月20日
京都市美術館再整備工事基本設計業務委託
ただし，建築及び設備工事基本設計業務委託

95,040,000 
文化市民局美術館総
務課

青木淳・西澤徹夫設計共同体
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

038 平成27年08月19日 グレビーシマウマの移送他業務委託 12,332,604 
文化市民局動物園総
務課

日本通運株式会社
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 元離宮二条城出改札案内等業務委託 59,384,350 
文化市民局
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

040 平成27年04月01日 元離宮二条城入城者集客業務委託
予定
総額

6,171,000 
文化市民局
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

041 平成27年04月01日 元離宮二条城二之丸御殿障壁画の模写制作委託 15,900,000 
文化市民局 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

042 平成27年04月27日 元離宮二条城二之丸御殿障壁画修理業務委託 78,097,000 
文化市民局
元離宮二条城事務所

一般社団法人 国宝修理装 師連
盟

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

（当初）  8,683,200
（変更後）6,998,400

（当初）  6,620,400
（変更後）5,248,800



（単位：円）
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）

随意契約一覧表

043 平成27年04月01日 世界遺産二条城庭園他維持管理業務委託 27,864,000 
文化市民局
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

044 平成27年04月01日 京都府・市町村共同公共施設案内予約システム運用業務 21,850,000 
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

045 平成27年06月09日 京都アクアリーナメインプール空調機制御機器更新 6,480,000 
文化市民局市民ス
ポーツ振興室

アズビル株式会社
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 

京都市ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）相談支援センターの業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課 

 

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） 

３７，０００，０００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 

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

しない。 

 

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 

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。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度子ども・若者指定支援機関業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課 

 

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 

京都市中京区東洞院通六角下る御射山町２６２番地 京都市中京青少年活動センター内 

公益財団法人京都市ユースサービス協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

３５，２２８，０００円 

 

７ 契約内容 

支援対象者等に対する相談，助言，指導及び支援の進行管理など，京都市子ども・若者支援地域

協議会において行われる支援の全般についての業務 

 

８ 随意契約の理由 

契約の目的を達成するためには，下記の６つの条件を満たす必要があり，これを満たす団体が１

者に特定されるため。 
  全京都市域において困難を有する子ども・若者の現状の理解が高いこと 
  本市の子ども・若者育成支援についての理解度が高いこと 
  全京都市域において広く子ども・若者の育成支援を行った実績があり，かつ，実効性のある研

修が実施できること 
  京都市域において関係機関とのネットワークを有していること 
  子ども・若者育成支援に関して雇用・保健福祉・家族支援等の関連する分野に係る専門的な研

修を実施できること 
  個人情報の取扱いについての規約等が整備された団体であり，情報セキュリティの研修を実施

できること 
  なお，上記６つの条件を設定した理由は下記のとおりである。 

   子ども・若者指定支援機関に配置する支援コーディネーターは，全京都市域の困難を有する子

ども・若者を対象とすることから，全京都市域の子ども・若者の現状について理解が高い団体が

人材育成を行う必要がある。 

   支援コーディネーターは，子ども・若者支援地域協議会において公的機関と連携し主導的役割



を果たす必要があることから，本市の子ども・若者育成支援について理解が高い団体が人材育成

を行う必要がある。 

   「子ども・若者育成支援推進法」に基づき，ＮＰＯ等の民間団体を含めた多くの関係機関の参

画による体制を整備して，困難を有する子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるよう

総合的に支援するものであるため，これまで全京都市域において青少年育成支援を行っている実

績があることが望ましい。また，これらの実績を踏まえ子ども・若者育成支援に関する研修を実

施する必要がある。 

   関係機関のネットワークを活用し，様々な分野の関係機関の情報収集を行うとともに，全京都

市域における関係機関との連携を確保する必要がある。 

   ひきこもりやニートを対象に支援を行うには，就労支援・こころのケア・家族支援のノウハウ

が必要であり，支援コーディネーターの人材育成に当たっては専門分野の研修が必要である。 

  支援コーディネーターは，支援に際して支援対象者の生育歴や病歴等，極めて高度なプライバ

シー情報を取り扱うことから，管理方法等の個人情報の取扱いに係る研修が必要である。 

 

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 

８ 随意契約の理由の各条件に当てはまる団体は，下記理由のとおり公益財団法人京都市ユース

サービス協会のみであるため。 

   公益財団法人京都市ユースサービス協会（以下，「協会」という。）は，京都市の青少年の健全

な育成に寄与することを目的として設立された団体であり，市内７箇所の青少年活動センターの

管理運営を行う等，本市の子ども・若者の現状を把握している。 

   支援コーディネーターは，子ども・若者支援地域協議会において公的機関と連携し主導的役割

を果たす必要がある。協会は，協会の規定において，京都市等関係行政機関及び青少年育成団体

等と協調して活動を展開することを目的としているとともに，これまでの活動実績においても「京

都市ユースアクションプラン」の方針に沿った活動を行っており，本市の子ども・若者育成支援

についての理解度が高い。 

   協会は，指定管理者として市内７箇所の青少年活動センターにおいて様々な青少年育成支援を

行っている実績がある。また，ユースワーカー人材育成プログラムの実施，インターン生の受入

れ，事例研修会の実施等これまでから体系的な職員研修を実施している。 

   協会は，市内７箇所の青少年活動センターを中心に地域の関係機関と連携した活動を行ってい

る。また，協会は，地域若者サポートステーション事業を実施しており，就労支援の取組等を通

じて各機関との連携強化が図れている。民間団体において，全京都市域にわたり組織的なネット

ワークを有しているのは，協会のみである。 

   協会は，市内で唯一，地域若者サポートステーション事業により若者の職業的自立支援を行っ

ており，臨床心理士やキャリアコンサルタントによる専門相談を実施していることから専門分野

の職員により研修を実施することができる。 

   協会は，「公益財団法人京都市ユースサービス協会個人情報保護規定」を定めて，個人情報の適

正な取扱いを確保し，個人情報の権利利益の保護等，公正かつ適正な運営を行っており，本市が

求めるレベルの情報セキュリティ対策の研修を実施することができる。 

 



11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度地域若者サポートステーション事業委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課 

 

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 

京都市中京区東洞院通六角下る御射山町２６２番地 京都市中京青少年活動センター内 

公益財団法人京都市ユースサービス協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，４３９，０００円 

 

７ 契約内容 

相談支援事業，職業ふれあい事業及び広報事業 
 

８ 随意契約の理由 

地域若者サポートステーション事業は，地域若者サポートステーション事業実施要綱

において，一定期間無業の状態にある若者の職業的自立を促進することを目的として，

国及び地方公共団体が協働で行うこととされており，それぞれの役割分担の下，地域若

者サポートステーション事業の基盤的事項は国が措置し，それ以外の地域の実情に応じ

て実施する事項は各自治体が措置すると位置付けられている。本事業を効率的かつ効果

的に実施するためには，国の措置による事業及び地方公共団体の措置による事業を一体

的に運営できること，また若年無業者の職業的自立支援に関する実績があることが必要

である。したがって，本事業実施の委託については，その性質又は目的が競争入札に適

していないため，地方自治法施行令１６７条の２第１項第２号及び京都市物品等の調達

に係る随意契約ガイドライン２－（１）－ウに基づき，随意契約を行った。 

 

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 

本事業については，平成１８年度以降，公益財団法人京都市ユースサービス協会が，国



（厚生労働省職業能力開発局長）から受託し，「京都若者サポートステーション」を開設

して実施しており，平成２７年度においても国から受託することを決定していたため，

本業務の委託先を公益財団法人京都市ユースサービス協会とした。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

区役所・支所の構内電話設備の保守管理業務委託について 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

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 

京都市中京区烏丸三条上ル場之町６０４ 

西日本電信電話株式会社京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，２２５，４４０ 

 

７ 契約内容 

区役所・支所の構内電話設備の保守 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

区役所・支所の構内電話設備については，リース契約を行っている設備と本市所有の設備があり，

両設備については，相互に密接な関連を持っている。電話設備については，障害発生時において，

速やかに故障発生個所を特定し，復旧及びその対策を講じなければならないため，一連の機器とし

て保守管理を行う必要がある。 

 また，リース契約を行っている設備のシステムの構築については，契約相手である西日本電信電

話株式会社が行っている。 

 したがって，電話設備に何らかの障害が発生した際に，迅速な故障部位の特定や責任の明確化の

ためには，西日本電信電話株式会社以外では対応できないため，西日本電信電話株式会社を委託先

として選定する。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

京都市山科区総合庁舎整備工事実施設計委託ただし， 

空調設備その他改修工事実施設計委託について 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年９月２日 

 

４ 履行期間 

平成２７年９月２日から平成２８年１月２２日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区吉祥院石原長田町１－１ 桂川ハイツ１－１１０ 

 有限会社 梅田設計事務所 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

２，８０８，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市山科区総合庁舎空調改修工事の実施設計を行う業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件は，競争入札に付していたが入札者なしで不成立になったことから，随意契約を行う。 

なお，今回の契約相手方については，オープンカウンターにより複数業者へ見積書の提出を求め，

価格が一番低かった「有限会社 梅田設計事務所」と契約をする。 

 

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８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市中京区役所整備工事ただし，昇降機設備改修工事について 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年９月２４日 

 

４ 履行期間 

平成２７年９月２４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 

京都市下京区四条通東洞院東入ル立売西町60 

日本オーチス・エレベータ株式会社 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

３２，０００，４００円 

 

７ 契約内容 

京都市中京区役所に設置されている昇降機（エレベーター）の改修工事 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

改修部分は，エレベーターの制御設備更新及び耐震対策，かご室取替えであり，各部品は機器の

動作と密接に関連しているとともに，製造者ごとの独自の技術を用いて製造されたものであり，こ

の取替えを他の製造者が行うのは困難であるだけでなく，施工の不備が本機の重大な故障を招く恐

れがあるため，当該機器製造者に施工させる必要がある。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

京都市左京区役所大原出張所耐震改修工事ただし，建築その他改修工事について 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年９月２８日 

 

４ 履行期間 

着工命令の日から１０５日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町7番地の27 

 株式会社吉川工務店 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，５８８，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市左京区役所大原出張所の耐震改修工事 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件は，競争入札に付していたが入札者なしで不成立になったことから随意契約を行う。 

なお，オープンカウンターにより広く一般的に複数業者へ見積書の提出を求めたが，見積書の提

出があったのは今回の契約相手方だけだったため。 

 

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 

 

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 

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 

平成２７年７月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年７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 

京都市南区上鳥羽戒光３７番地の２ 

マルコーデリバリーサービス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）２８，９５１，９９２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）の配布委

託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件については，例年，一般競争入札により契約業者（７月１日から翌３月末日）を決定してい

るが，平成２７年度においては，一般競争入札（ＷＴＯ案件）による契約依頼の結果，入札に参加

する業者が無かったため。 

 

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 

 

10 契約の相手方の選定理由 

契約の相手方については，平成２６年度の配送実績を持ち，業務に精通している。また，契約の

相手方以外に見積りの提示を依頼したが，一般競争入札の予定価格内での提示ができず，見積書が

提示されなかったため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京北地域活性化のビジョンの策定及び同ビジョンの推進に向けた調査，検討並びに企画業務につ

いて 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月２１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月２１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 

京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 

株式会社アミタ持続可能経済研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，７８６，９６０円 

 

７ 契約内容 

京北地域活性化のビジョンの策定及び同ビジョンの推進に向けた調査，検討並びに企画業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の受託者は，京北地域の活性化に関する調査，研究業務の経験が十分で，かつ業務内容の

把握や業務を的確に遂行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とする必要がある

ため。 

また，委託先を決定するに当たっては，京北地域活性化のビジョン策定のほか，同ビジョンを推

進するための能力や企画立案能力に優れた業者に委託する必要があり，経験や専門的な能力を比較

することによって業者を選定することが適当であり，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。 

なお，契約の相手方の選定方法については，企画，実施の能力について比較したうえで行う必要

があることから，京北地域での業務実績，経験及び業務の遂行等の計画を記載した企画提案書及び

見積書の提出を受け，これらを総合的に比較して契約の相手方を決定する公募型プロポーザル方式

によるものである。 

 

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 

市民窓口システム及び住民基本台帳ネットワーク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 

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 

市民窓口システム及び住民基本台帳ネットワーク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） 

１４，７７４，４００円 

 

７ 契約内容 

（１）障害復旧及び報告 

 （２）障害時のアプリケーションリカバリ作業 

 （３）ソフトウェアの修正物件適用，バージョンアップ，リビジョンアップ対応 

 （４）機器の移設に伴う作業 

 

８ 随意契約の理由 

  市民窓口システムは，日本電気株式会社が開発した本市独自の仕様によるシステムであり，また， 

当該保守対象のシステムは，本市の汎用コンピュータ及びそのオペレーションシステムからなる

ACOS システムと連携し，相互に情報の入出力を行っていることから，当該保守業務は，この

システム開発を行った日本電気株式会社に限られる。ただし，当該保守業務の履行にあたっては，

日本電気株式会社が NEC フィールディング株式会社と共同して契約を履行するとしているこ

とから，電子計算機による事務処理等の契約に係るガイドライン第３項第２号の規定により，

日本電気株式会社及び NEC フィールディング株式会社により結成されたコンソーシアムと契

約を締結することとする。 
 

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 

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について 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

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 

 

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） 

４９，２９４，６５６円 

 

７ 契約内容 

対象製品に不時の故障が発生したとき，ＳＥサポート契約の提供業者と連携をとり，原因究明及

び障害復旧に向けた作業を行い，実施した内容について，報告を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

市民窓口システムは，日本電気株式会社が開発した本市独自の仕様によるシステムであるため， 
市民窓口システムの保守業務は日本電気株式会社に限られる。ただし，当該保守業務の履行にあた

っては，日本電気株式会社が NEC フィールディング株式会社と共同して契約を履行するとして

いることから，電子計算機による事務処理等の契約に係るガイドライン第３項第２号の規定に

より，日本電気株式会社及び NEC フィールディング株式会社により結成されたコンソーシア

ムと契約を締結することとする。 
 

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１０条第１項第１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 

 

11 その他 



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 

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） 

９，８７５，５２０円 

 

７ 契約内容 

戸籍システムの標準パッケージ（プログラムが収容された電子媒体）の継続的な提供を目的とし

た保守業務を実施する。 

これにより，標準プログラムに対して機能強化，法改正及び不具合に関する対応があった際，標

準パッケージとして提供を受けることができる。 

（１）機能強化対応 
（２）不具合対応 
（３）法改正対応 

 

８ 随意契約の理由 

  戸籍システムは日本電気株式会社が構築したＲＥＰＲＯＳ－Ｘであることから契約の相手方は日 

本電気株式会社に限られるため 

 

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 

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 

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 

戸籍システム サポートセンター業務委託コンソーシアム 

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） 

５，２８８，７９５円 

 

７ 契約内容 

操作問い合わせ等の戸籍システムの円滑な運用支援の重要な拠点として，「戸籍専用サポートセン 

ター」を設置し，稼働後の業務に支障をきたさない体制を構築し，戸籍システムに関するサポート

センターの業務を実施する。 

 

８ 随意契約の理由 

  戸籍システムは日本電気株式会社が構築したＲＥＰＲＯＳ－Ｘであること並びにＲＥＰＲＯＳ－ 

Ｘの操作方法及び問い合わ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アイア 

ールシー・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 

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 

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 

戸籍システム 運用保守業務委託コンソーシアム 
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） 

９，７２０，０００円 

 

７ 契約内容 

  本市と受託者で以下の作業を分担し，実施する。 

（１）戸籍システム日次ジョブ確認（HW） 

 （２）戸籍システム日次ジョブ確認（システム） 

 （３）ウイルス定義ファイル更新 

 （４）バックアップ用LTO交換 

 （５）緊急対応 

 （６）問い合わせＱＡ集 

 （７）外字作成 

 （８）外字更新 

 （９）住所辞書更新 

 （10）役場便覧更新 

（11）通り名辞書更新 

 （12）システム更新 

 （13）越年処理 

 （14）年度処理（事件表更新） 

 （15）年度処理（区長名等更新） 

 （16）年度処理（職員情報更新） 

 （17）年度処理（操作権限付与） 

 （18）戸籍副本データ送信確認 



 （19）年度処理（年度切替え） 

 （20）作業状況報告 

 （21）データ抽出作業 

 

８ 随意契約の理由 

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であること及びＮＥＣシ

ステムテクノロジー株式会社が戸籍システムをはじめとする日本電気株式会社が構築した数多くの

システムの運用保守実績があり運用体制も確立されていることから，両社で形成されるコンソーシ

アムを相手方とした。 

 

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  １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 

社会保障・税番号制度導入に伴う住民基本台帳システム等の改修業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

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２７年１２月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

社会保障・税番号制度導入に伴う住民基本台帳システム等の改修業務コンソーシアム 

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） 

５８，９８５，６２５円 

 

７ 契約内容 

平成２７年１０月の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

（以下，番号法という。）等の施行に伴い住民基本台帳オンラインシステム，住民基本台帳バッチシ

ステム，住基ネットワーク連携システム，土日開所・バックアップサーバシステムの仕様変更が必

要な部分について，システム改修及び一斉付番以降施行日までの準備期間における作業支援，リハ

ーサル作業，本番対応（立ち会い，問い合わせ対応）を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

住民基本台帳システム等は，日本電気株式会社が本市独自仕様のシステム開発を行い，当該シス

テムの技術的知識を構築しているため，システム改修についても当該業者のみ対応可能である。 

また，日本電気株式会社は，NECソリューションイノベータ株式会社及び株式会社ソフィアと共同

して契約を履行するとしているため，電子計算機による事務処理等の契約に係るガイドライン第３

項第２号の規定により，日本電気株式会社，NECソリューションイノベータ株式会社及び株式会社ソ

フィアにより結成されたコンソーシアムと契約を締結することとする。 

なお，本業務委託は，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１号に該当し，契約の目的が競争入札に適さないため，地方自治法２３４条第２項の規

定による随意契約となる。 

 

９ 根拠法令 

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

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市個人番号カード交付関連業務従事者派遣契約について 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

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２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 

キャリアリンク株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）１４４，８１２，４３３円 

 

７ 契約内容 

 （１）通知カード及び個人番号カードに関する来庁者及び電話での問い合わせ対応 

（２）通知カード返戻業務 

（３）個人番号カード交付前業務 

（４）個人番号カード交付業務 

（５）その他個人番号関連業務 

 

８ 随意契約の理由 

 本業務は，契約の相手方の能力，技術，センス，経験に基づくノウハウ等により履行内容又は履行

方法その他に顕著な差異が現れるものであるため，価格以外の要素における競争によって相手方を選

定する必要があり，競争入札に適さないことから，広く提案を求め， も優れた提案を行った者を随

意契約の相手方とするプロポーザル方式を採用し，参加者から提出された企画提案書及びヒアリング

の内容に基づき，選定会議において審査した結果，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及

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

なお，「プロポーザル等実施手続ガイドライン」において，「予定価格が８，０００万円以上の案件

について，契約相手選定基準を作成する場合にあっては，選定手続の透明性，公正性及び適正性を高

めるため，学識経験者等の外部有識者２名以上から意見を聴取するものとする。」とされており，本件

はこれに該当するため，下記の学識経験者２名を外部有識者として選任し，本市が作成した契約相手

選定基準の案について意見を聴取し，また，以下のとおりノウハウ等が必要な旨を条件としている。 

 （１）参加申込日前３年間に，人口５０万人以上の自治体で，本事業と同様の事業（コールセンタ 

ー業務，窓口業務，事務業務）に係る労働者派遣又は業務委託を受託し，かつ適切に業務を完 



了（完了見込みを含む。）した実績を有すること。 

 （２）業務仕様書に記載のある知識・能力・スキルを持つ管理者，責任者及びスタッフを適切に配 

置できること。 

 （３）情報セキュリティ，ビジネスマナー，個人番号制度等に関する初期教育を行えるノウハウを 

有し，業務開始前に各スタッフに対してこれらの内容に関する適切な事前の初期教育が実施で 

きること。 

 （４）発注者との間に即時に連絡ができる体制を構築し，万一業務量に対して人員等が不足した場 

合や，自己等により業務履行が困難な状況に陥った場合に，即時対応できる体制を構築するこ 

と。また，業務量に応じて，増員，減員又は配置場所の変更等の柔軟な対応ができること。 

 

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  １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 

本業務の契約相手方の選定に当たっては，業務の履行内容等について，広く提案を求め， も優 

れた提案を行った者を随意契約の相手方とするプロポーザル方式を採用し，参加者から提出された

企画提案書及びヒアリングの内容に基づき，選定会議において審査した結果，キャリアリンク株式

会社を受託候補者として選定した。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「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 

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 

京都市上京区衣棚通出水上る御霊町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） 

６，８００，０００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，及び運営する業務 

 

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 

京都市安心安全青色防犯パトロール事業 

 

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 

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２２日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町５７９番地五条堀川ビル４階 

京滋綜合警備保障株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，９９９，９９４円 

 

７ 契約内容 

（１）青色防犯パトロール車によるパトロールの実施 

（２）犯罪防止のための広報・啓発活動 

（３）防犯活動団体等との協働活動 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

街頭犯罪や青色防犯パトロールをはじめとする防犯に関する知識や京都の犯罪情勢などに精通

し，かつ，安定的にパトロールを実施する能力と実績を有する業者に委託する必要があり，その性

質上，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 

目的を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り相手方

を選定するため，プロポーザル方式により業務提案を募集し， も評価の高かった契約先と契約し

た。 

 

11 その他 



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 くらし安全推進部 人権文化推進課 

 

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） 

７，２５３，０００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平成２７年度人権啓発事業として，次の

事項を委託する。 

  資料展示業務 

  来館者応対業務 

  歴史的資料等の調査・収集等業務 

  人権研修業務 

  日常管理業務 

 

８ 随意契約の理由 

  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した。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 

 

11 その他 

   



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

京都市人権資料展示施設「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 くらし安全推進部 人権文化推進課 

 

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 

  京都市下京区郷之町１３９番地 

特定非営利活動法人 崇仁まちづくりの会 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，１７１，０００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２７年度人権啓発事業として，

次の事項を委託する。 

  資料展示業務 

  来館者応対業務 

  歴史的資料等の調査・収集等業務 

  人権研修業務 

  日常管理業務 

 

８ 随意契約の理由 

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

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，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，崇仁地域におけるまち

づくりの事業と併せ，地域住民の生活と人権を守る取組を推進している，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年度京都市無料法律相談事業業務委託 

 

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 

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） 

３２，３３６，６３０円 

 

７ 契約内容 

無料法律相談事業業務委託 

 

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，法律に関する高度な専門知識を有する複数

の弁護士を相談員として配置する必要があるが，これらの条件を満たす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 

ロームシアター京都サウスホール用移動式小迫（３尺×６尺）購入 

 

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 

平成２７年５月１８日 

 

４ 履行期間 

平成２７年７月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都府京都市中京区室町通錦小路上る山伏山町550-1 

大林・藤井・岡野・きんでん・東洋熱工業特定建設工事共同企業体  

代表者 株式会社大林組 京都支店  

 

６ 契約金額（税込み） 

１７,９２８,０００円 

 

７ 契約内容 

ロームシアター京都サウスホール用移動式小迫（３尺×６尺）の購入 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

移動式小迫は，ロームシアター京都のサウスホールで上演する舞台芸術の演出に必要不可欠なも

のであり，ホールの機能に関わる重要な舞台設備である。同設備は，再整備工事として整備する束

立て式床機構との連動性を考慮する必要があり，再整備工事と密接に関連するものであり，再整備

工事を請け負っている「大林・藤井・岡野・きんでん・東洋熱工業特定建設工事共同体」しかでき

ず，入札に付することが適さないため。 

 

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 

移動式小迫の調達については，再整備工事を請け負っている「大林・藤井・岡野・きんでん・東

洋熱工業特定建設工事共同体」以外の者から調達することが困難であり，競争入札に適さないため。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

ロームシアター京都ソファー及びベンチ等（パブリックエリア）購入 

 

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 

平成２７年８月１８日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１０月３０日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  株式会社内外テクノス 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５,０１２,０００円 

 

７ 契約内容 

ロームシアター京都ソファー及びベンチ等（パブリックエリア）購入 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

競争入札に付したが，応札する者がいなかったため。 

 

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 

 

10 契約の相手方の選定理由 

可能な限り価格競争を行うため，見積書の提出を依頼したところ，提出に応じた業者が２社だけ

であったため，見積書の提出のあった２社による見積もり合わせを行い，より低い金額を提示した

「株式会社内外テクノス」から購入することとする。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

旧三井家下鴨別邸主屋ほか２棟保存修理事業の委託 

 

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 

（当初） 平成２７年４月１日 

（変更後）平成２７年９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 

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 

京都府教育委員会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当初） ６４，６００，０００円 

（変更後）９１，４００，０００円 

 

７ 契約内容 

旧三井家下鴨別邸（主屋，玄関棟，茶室）の保存修理工事 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は国庫補助事業を受けて，重要文化財（建造物）の保存修理事業を行うものであり，文化庁が定

める要綱（補助要項重文修理補助金交付要綱）により，京都府教育庁文化財保護課に委託することとされ

ているため。 

また，壁，建具などの傷みが大きく，設計変更により工事内容を変更したため，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 

  随意契約の理由に同じ 

 

11 その他 

 



　　旧三井家下鴨別邸主屋ほか２棟保存修理事業の委託
　　

平成27年度
施行予定分(円)

主たる事業費

修理工事経費

本工事費

工事請負費

工事請負費

工事請負費

需用費

委託料

工事請負費

旅費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

委託料

合計

24,640

86,421,869

82,382,869

82,382,869

36,156

4,039,000

4,978,131

4,978,131

使用料及び賃借料

70,000

91,400,000

4,978,131

主屋工事

4,517,891

事務経費

茶室工事

委託料

玄関棟工事

事務費

170,600

区　　　分

設計料及び監理料

管理料

4,039,000

共通工事費

17,990,364

0

14,426,035

0

0

49,966,470

17,990,364

49,966,470

12,350,061

　　　　　　　（積算内訳書）

195,000

その他の経費

4,039,000

2,039,818



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度祇園祭山鉾芦刈山本体（木部）復元制作委託 

 

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 

平成２７年４月２０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月２０日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所，商号及び氏名 

京都市南区東九条石田町３２番地 

株式会社竹田工務店 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，７１５，６５２円 

 

７ 契約内容 

祇園祭山鉾芦刈山本体（木部）の復元製作 

 

８ 随意契約の理由 

（１） 重要有形民俗文化財祇園祭山鉾の保存修理は，他の文化財修理と同等の慎重な取扱と修理技術

が必要となる。 

（２） 株式会社竹田工務店は，全国山・鉾・屋台保存連合会が認定した祭屋台等製作修理技術者会の

構成員であり，その専門的な技術･研究成果の蓄積を反映することができる。 

（３）本事業は，国庫補助事業であり，すでに申請書を提出し，受理されている。 

 

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 

岩倉具視幽棲旧宅管理業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

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 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の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） 

５，０８０，０００円 

 

７ 契約内容 

岩倉具視幽棲旧宅管理業務委託 

 

８ 随意契約の理由 

岩倉具視幽棲旧宅は，国指定の史跡であり，その構成要素である建造物や庭園等の維持管理につ

いては，一般の建物や樹木の管理業務に加えて，災害時の緊急措置に対応できる文化財に関する専

門的知識と文化財保護に関する専門技術を有していることが必要である。   
当該業務を委託する（公財）京都市埋蔵文化財研究所は，文化財に関する専門的知識と文化財の

保護に関する専門技術を有する職員が常駐するとともに，京都市考古資料館の維持管理の実績を有

しており，前述の要件を満たす団体である。 
  （公財）京都市埋蔵文化財研究所でなければ，適切な維持管理及び災害時の緊急対応は困難であ

るため，当該財団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 

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 

名勝雙ヶ岡等管理委託 

 

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 

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 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の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） 

３４，０３１，１２２円 

 

７ 契約内容 

  名勝雙ヶ岡等の良好な維持管理を行うため，史跡等文化財の維持管理業務に精通した団体に業務

を委託する。 
 対象：名勝雙ヶ岡，史跡天皇の杜古墳，史跡醍醐寺境内（栢杜遺跡），天然記念物深泥池生物群集，

史跡御土居，史跡鳥羽殿跡，史跡栗栖野瓦窯 跡，史跡平安宮跡（内裏跡・豊楽院跡），史跡

樫原廃寺跡，史跡蛇塚古墳，史跡天塚古墳，史跡山科本願寺南殿跡，史跡大枝山古墳群，史

跡上中城址，福西遺跡公園，島原大門 
 

８ 随意契約の理由 

京都市内には数多くの史跡等が点在している。限られた経費・時間内に全ての史跡等について良

好な維持管理を行うには，市内の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的かつ

特殊な技術と人員を備えた組織でなければ履行できない。 

当該業務を委託する（公財）京都市埋蔵文化財研究所は，文化財に関する専門的知識と文化財の

保護に関する専門技術を有する職員が常駐するとともに，京都市考古資料館の維持管理の実績を有

しており，前述の要件を満たす団体である。 

（公財）京都市埋蔵文化財研究所でなければ，でなければ数多くの史跡等を一元的に維持管理す

ることができないため，当該財団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 

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 

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 

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 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の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） 

１９，９９９，９８０円 

 

７ 契約内容 

出土遺物の活用頻度に応じた効率的な保管・活用を実施するために行う分類作業 

 

８ 随意契約の理由 

重要遺跡出土文化財整理業務は，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，熟知している必要がある。 

そのため，京都市の歴史・遺跡・遺物についての造詣が深く，豊富な知識を有する発掘調査専門

の技師を主たる業務者とする必要があることに加え，京都市内出土土器の編年を確立し，その著作

権を有する公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所と契約を行う。 

 

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 

 

10 契約の相手方の選定理由 

（１） 本業務では，一般的な遺跡では出土しない希少な遺物や，市内通有のものであるが重要な歴 

史的価値を有する遺物が対象となることが多いため，京都市の歴史・遺跡・遺物について造詣

が深く，豊富な知識を有する発掘調査専門の技師を主たる業務者とする必要がある。 

（２） 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所は，組織内部に遺物の整理，保管，管理及び活用を担

当する資料課があり，専門性に優れているとともに，大量の遺物の取扱いにも習熟している。 

（３） 現在，公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所は，本来本市が保管管理すべき京都市内出土



遺物の大半を保管管理している。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

出土遺物の保管，管理業務等の委託 

 

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 

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 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の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） 

６９，４８５，０００円 

 

７ 契約内容 

埋蔵文化財発掘調査により出土した遺物を今後の活用に備え，適正に保管，管理する 

 

８ 随意契約の理由 

本市は，木製品，金箔瓦，緑釉瓦，金属製品，漆器，植物遺体などの特殊な保存処理と恒常的に保存

状態の観察や注意を行う必要のある出土文化財をはじめ，約 19 万箱に上る国内最大の保管義務を要する

出土文化財を保有している。 

そのため，保存修復や復元に関する専門性をもち，国内最大量の出土品を効率的に管理する能力を有

するとともに，出土文化財を効率的に管理するのに必要な文化財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公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所と契約を行う。 
 

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 

 

10 契約の相手方の選定理由 

（１） 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年に設立した法人である。平成１２年度以来，京都

市の出土文化財について，重要度に応じたランク分けを実施しており，遺物の選定及び管理に

ついての知識が豊富である。 

（２） 研究所には，遺物の整理，保管，管理及び活用を担当する資料課があり，文化財の保存技術 



をはじめ専門性に優れているとともに，京都市内で行われる発掘調査の８割を実施し，多量の

遺物の取扱い技術を有している（１０万箱を越える遺物量の取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。）ことから，当該事業を委託するのに 適

である。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市無形文化遺産展示室施設管理委託 

 

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 

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 

京都市中京区室町通蛸薬師下ル山伏山町５５４番地 

 公益財団法人祇園祭山鉾連合会 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，９５５，１８０円 

 

７ 契約内容 

京都市無形文化遺産展示室施設管理委託 

 

８ 随意契約の理由 

（１）祇園祭執行にあたって，各保存会の取りまとめを長年に亘って務めるとともに，その伝統の承

継に尽力してきたことにより，展示の主たる「京都祇園祭の山鉾行事」について精通し，専門的

知識を有している。 
（２）上記の理由により，新調された懸装品の披露等の祇園祭ならではの特色ある展示についても実

施が期待できる。 
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 

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 

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 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の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） 

３０，０００，０００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 

埋蔵文化財出土遺物文化財指定準備業務は，ランク分け作業を終えたＡランク出土品（約 1 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作業であり，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

れば出来ない。 

これらの条件を満たす組織としては，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公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所以外にないため公益財団法人京都市

埋蔵文化財研究所と契約を行う。 

 

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 

 

10 契約の相手方の選定理由 

（１）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，昭和 51 年 10 月に設立認

可を受けた京都市出捐の財団法人である。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している。 

（２） 研究所は，組織内部に遺物の整理，保管，管理及び活用を担当する資料課があり，専門性に優 
れているとともに，大量の考古資料の取扱いにも習熟している。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料（伏見城跡） 

 

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 

（当初） 平成２７年４月１５日 

（変更後）平成２７年６月１７日 

４ 履行期間 

平成２７年４月１５日から平成２７年６月１９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番地の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） 

（当初） ８，６８３，２００円 

（変更後）６，９９８，４００円 

 

７ 契約内容 

伏見城跡発掘調査支援業務 

 
８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

（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・立会調査を担当

し，遺跡の探査・検討するための知識が豊富であるほか，GPS測量技術を有し，遺構を性格かつ迅速

に地図上に記入することが可能であること，独自に作成した市内出土の土器編年表（土器と年代の

対照表）を有する等，京都の重層的な遺跡の取扱いに習熟し，かつ契約締結の意向があることから，

（公財）京都市埋蔵文化財研究所と契約を締結する。 

また，予定よりも調査が順調に進み，調査機関が短縮され掘削にかかわる費用が減少したため，

調査委託料が当初予定よりも下回ったため，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 

  「発掘調査事業は，事業の性質あるいは適正な経理処理を図る必要があること等から地方公共

団体である補助事業者の直営事業とするのが原則であるが，専門的，技術的に直営事業とするこ

とが困難である場合は，事業執行の適切な能力を有する団体等への委託事業とすることができ



る。」（昭和５８年１１月１５日付け文化庁文化財保護部記念物課「埋蔵文化財発掘調査国庫補助

事業の執行に係る留意事項」）とされ，補助事業は原則直営が求められている。 

   「適切な埋蔵文化財保護行政の執行と経常的な発掘調査の円滑な実施のため，適正な体制の整

備・充実を図る必要がある。」「地方公共団体が設置している発掘調査のための組織・機関は，発

掘調査を円滑に進めるために十分な職員体制と調査のための基本的な機材等を備えるとともに，

財政的な基盤を確保する必要がある。」（平成１０年９月２９日付け文化財次長通知「埋蔵文化財

の保護と発掘調査の円滑化について」）とされ，市街地の大半が遺跡であり数量的に直営調査が困

難である本市は，既にこの通知以前に本市出捐により（公財）京都市埋蔵文化財研究所を設立し

ており，本市直営に代わって事業を執行する団体として当該財団が も適当である。 

 
11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料（平安京跡・烏丸綾小路遺跡） 

 

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 

（当初） 平成２７年７月１５日 

（変更後）平成２７年８月２８日 

４ 履行期間 

平成２７年７月１５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 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の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） 

（当初） ６，６２０，４００円 

（変更後）５，２４８，８００円 

 

７ 契約内容 

平安京跡・烏丸綾小路遺跡発掘調査支援業務 

 
８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

（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・立会調査を担当

し，遺跡の探査・検討するための知識が豊富であるほか，GPS測量技術を有し，遺構を性格かつ迅速

に地図上に記入することが可能であること，独自に作成した市内出土の土器編年表（土器と年代の

対照表）を有する等，京都の重層的な遺跡の取扱いに習熟し，かつ契約締結の意向があることから，

（公財）京都市埋蔵文化財研究所と契約を締結する。 

また，写真撮影や測量にかかわる費用および工事費が減少し，調査委託料が当初予定よりも下回

ったため，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 

  「発掘調査事業は，事業の性質あるいは適正な経理処理を図る必要があること等から地方公共

団体である補助事業者の直営事業とするのが原則であるが，専門的，技術的に直営事業とするこ

とが困難である場合は，事業執行の適切な能力を有する団体等への委託事業とすることができ



る。」（昭和５８年１１月１５日付け文化庁文化財保護部記念物課「埋蔵文化財発掘調査国庫補助

事業の執行に係る留意事項」）とされ，補助事業は原則直営が求められている。 

   「適切な埋蔵文化財保護行政の執行と経常的な発掘調査の円滑な実施のため，適正な体制の整

備・充実を図る必要がある。」「地方公共団体が設置している発掘調査のための組織・機関は，発

掘調査を円滑に進めるために十分な職員体制と調査のための基本的な機材等を備えるとともに，

財政的な基盤を確保する必要がある。」（平成１０年９月２９日付け文化財次長通知「埋蔵文化財

の保護と発掘調査の円滑化について」）とされ，市街地の大半が遺跡であり数量的に直営調査が困

難である本市は，既にこの通知以前に本市出捐により（公財）京都市埋蔵文化財研究所を設立し

ており，本市直営に代わって事業を執行する団体として当該財団が も適当である。 

 
11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料（長岡京跡・淀城跡） 

 

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 

平成２７年８月２４日 

 

４ 履行期間 

平成２７年８月２４日から平成２７年９月１８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番地の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） 

５，１９４，８００円 

 

７ 契約内容 

長岡京跡・淀城跡発掘調査支援業務 

 
８ 随意契約の理由 

（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・立会調査を担当

し，遺跡の探査・検討するための知識が豊富であるほか，GPS測量技術を有し，遺構を性格かつ迅速

に地図上に記入することが可能であること，独自に作成した市内出土の土器編年表（土器と年代の

対照表）を有する等，京都の重層的な遺跡の取扱いに習熟し，かつ契約締結の意向があることから，

（公財）京都市埋蔵文化財研究所と契約を締結する。 

 

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 

  「発掘調査事業は，事業の性質あるいは適正な経理処理を図る必要があること等から地方公共

団体である補助事業者の直営事業とするのが原則であるが，専門的，技術的に直営事業とするこ

とが困難である場合は，事業執行の適切な能力を有する団体等への委託事業とすることができ

る。」（昭和５８年１１月１５日付け文化庁文化財保護部記念物課「埋蔵文化財発掘調査国庫補助

事業の執行に係る留意事項」）とされ，補助事業は原則直営が求められている。 

   「適切な埋蔵文化財保護行政の執行と経常的な発掘調査の円滑な実施のため，適正な体制の整



備・充実を図る必要がある。」「地方公共団体が設置している発掘調査のための組織・機関は，発

掘調査を円滑に進めるために十分な職員体制と調査のための基本的な機材等を備えるとともに，

財政的な基盤を確保する必要がある。」（平成１０年９月２９日付け文化財次長通知「埋蔵文化財

の保護と発掘調査の円滑化について」）とされ，市街地の大半が遺跡であり数量的に直営調査が困

難である本市は，既にこの通知以前に本市出捐により（公財）京都市埋蔵文化財研究所を設立し

ており，本市直営に代わって事業を執行する団体として当該財団が も適当である。 

 
11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

美術作品購入《上村松園「初夏の夕」》 

 

２ 担当所属名 

文化市民局美術館総務課 

 

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４月１０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都文京区大塚２－１４－９ 

笹尾廣一 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，２００，０００円 

 

７ 契約内容 

美術作品である上村松園作「初夏の夕」の購入。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

美術作品であり，代替品のない物品を購入するため。 

 

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 

当該相手方のみ供給可能であるため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市美術館における２４時間常駐警備及び巡回警備等業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局美術館総務課 

 

３ 契約締結日 

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 

大阪府大阪市築港３丁目５番１２号 

日本パナユーズ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，２４１，０４０円 

 

７ 契約内容 

京都市美術館本館，別館，事務棟において，２４時間常駐警備及び巡回警備等の業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当館で採用する常駐警備と機械警備の併用運用では，同一警備会社が業務を行わない場合，監視

センターと現場の常駐警備隊員との連携が迅速に行えないこと， も現場に近い常駐警備隊員が機

械警備のセキュリティーシステムを解除して建物内の確認ができないなど，警備業務に支障が生じ

ることから，常駐警備と機械警備を同一受託者で実施する必要がある。 

一方，現行の京都市美術館本館等警備委託（機械警備）は，平成２６年度より２年間の長期契約

であり，本件業務について新たに常駐警備を含める等の契約変更等は不適切である。 

よって，本件業務については，現行の機械警備契約をしている日本パナユーズ株式会社と随意契

約をする。 

 

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 

京都市美術館再整備工事基本設計業務委託  

ただし，建築及び設備工事基本設計業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局美術館総務課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年８月２０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年８月２１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 

東京都港区南青山６－１１－８ MAK FLAT２F 

青木淳・西澤徹夫設計共同体 

 

６ 契約金額（税込み） 

９５，０４０，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市美術館再整備に向けて，本館，収蔵庫棟及び事務所棟の改修等工事に係る基本設計業務，

本館，収蔵庫及び事務所棟に係る耐震診断及び概略補強設計業務，新棟増築工事に係る基本設

計業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  本件契約の履行に当たっては，単なる建築設計に係る知識に留まらず，岡崎地域の景観に配慮し

つつ世界的な美術館を目指すためのデザイン性，将来的に文化財指定を目指す本館の改修に係る高

い技術力，公共建築や美術館に関する豊かな見識等が必要であり，その大小により，履行内容や方

法に顕著な差異が現れ，価格以外の要素が契約の相手方の選定における重要な評価基準となること

から，価格により契約の相手方を定める競争入札に適していないため，随意契約とする。 

  契約相手先の選定については，候補者の建築設計に関する知識や豊かな見識を比較することによ

り行う必要があるため，プロポーザル方式によることとする。 

  プロポーザル実施に当たっては，「京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例」に基づき４

月に学識経験者等を構成員とする「京都市美術館再整備工事設計業務受託者選定委員会」を設置し，

募集要領や審査方法の制定，受託候補者を選定した。第一次審査で書面審査により，設計事務所の

能力，管理技術者の実績，設計担当主任技術者の実績，業務実施の体制・方針，見積金額の５点に

ついて評価し，第二次審査で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，課題に

対する技術提案とプレゼンテーション能力について評価し，総合的に 高評価であった青木淳・西

澤徹夫設計共同体を契約相手方として選定した。 



９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

グレビーシマウマの移送他業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局動物園総務課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年８月１９日 

 

４ 履行期間 

平成２７年８月１９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 

千葉県成田市古込字込前154番地4 第一貨物代理店ビルM202号 

日本通運株式会社 成田空港支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，３３２，６０４円 

 

７ 契約内容 

オランダのベークセ・ベルゲン・サファリパークから京都市動物園までグレビーシマウマ２頭を

移送するための動物移送，検疫，輸出入に関する手続等について業務委託を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務で移送するグレビーシマウマについては，平成１１年を 後に日本国内に輸入されていな

いため，近年における航空輸送による輸出入の実績を持つ業者が存在しない。 

グレビーシマウマは野生ウマのため馴致が困難なことから，移送中の事故が発生しやすく，また，

家畜伝染病予防法により輸入時の検疫が義務付けられており，長期間に渡る飼育管理が必要となる。 

加えて，本業務では，オランダ国内から輸出を行う際，本市の代行として輸出手続等の複雑な業

務を実施する必要があるが，この手続に不備があった場合，輸出自体が不許可となる可能性も十分

考えられる。このため，同国内での業務については，確実な履行が求められる。 

当該業務の委託先である日本通運株式会社は，動物移送の専門業者であり，競走馬を含めたウマ

類の輸入実績が豊富でかつ検疫業務に精通していること，また，グレビーシマウマの近縁種である

野生ウマの輸入実績があり，野生ウマの検疫業務を含めた飼育管理についてのノウハウを有してい

ることが認められる。併せて，同社はオランダ国内に支店があるため，現地での手続きに精通して

おり，本市との緊密な連携が可能である。 

これらの条件を満たす業者は他に存在せず，本業務における複数の業務内容を確実に履行できる

のは同社のみとなり，他社では履行不可能であるため。 

 

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  

  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 元離宮二条城事務所 

 

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 

  京都市下京区綾小路通柳馬場東入塩屋町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） 

金５９，３８４，３５０円 

 

７ 契約内容 

  元離宮二条城における入城料及び観覧料等の徴収事務，東大手門改札業務，東大手門案内所業務，

二之丸御殿案内業務，募金受付業務等の委託 

 

８ 随意契約の理由  

当該業務は，世界遺産・国指定の史跡であるとともに，入城者が年間160万人を超える京都を代表

する文化観光施設である二条城の入城者の接客を行うことを目的とした業務である。 

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入城者の受ける印象が，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，

入城客等への接客，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いない。 
このため下記の基準を満たす事業者を公募し，資料の提出及びプレゼンテーションを踏まえたプ 

 ロポーザル方式による事業者選定を行った結果，応募者が株式会社ワン・ワールド１者であり，評 

 価基準も満たしていたため，本件契約の相手先として選定し，地方自治法施行令第１６７条の２第 



 １項第２号により随意契約を行ったものである。 

 
    ＜業者の参加資格：以下の全ての要件を満たす者＞ 

（1） 京都市契約事務規則第 22 条第 1 項に規定する指名競争入札有資格者名簿（人材派遣）に 
    登録されており，参加招請書類の発送の日から契約締結の日までの間において，京都市競争 
    入札等取扱要綱第 29条第１項の規定に基づく競争入札参加停止の処分を受けていないこと。 
（2） 本社又は事業所が京都市内にあること。 
（3） 受付・案内・接客業務に関し契約実績があること。 
（4） 請負業務の受託が可能なこと。 

 

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   

  元離宮二条城入城者集客業務委託 

 

２ 担当所属名 

  文化市民局 元離宮二条城事務所 

 

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 

 

５ 契約の相手方の住所，商号等 

  京都市下京区綾小路通柳馬場東入塩屋町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） 

（予定総額）金６，１７１，０００円 

 

７ 契約内容 

  元離宮二条城への入城者集客業務（旅行業者が発行するクーポン券の取扱いにより，二条城への

集客を行う。） 

 

８ 随意契約の理由  

  当該業務は，元離宮二条城への集客を目的とした業務であり，契約相手の選定に当っては，入城

者に対する接遇能力並びに実績を優先する必要があるため，価格により契約の相手方を定める競争 
 入札に適していない。 
  このため下記の基準を満たし，かつ当該業務を取り行うにあたり不可分である元離宮二条城出改

札等業務を併せて実施できる事業者を公募し，資料の提出及びプレゼンテーションを踏まえたプロ

ポーザル方式による事業者選定を行った結果，応募者が株式会社ワン・ワールド１者であり，評価

基準も満たしていたため，本件契約の相手先として選定し，地方自治法施行令第１６７条の２第１

項第２号により随意契約を行ったものである。 
 
 ＜業者の参加資格：以下の全ての要件を満たす者＞ 
  （1） 京都市契約事務規則第 22 条第 1 項に規定する指名競争入札有資格者名簿（人材派遣）に 
        登録されており，参加招請書類の発送の日から契約締結の日までの間において，京都市競争 
        入札等取扱要綱第 29 条第１項の規定に基づく競争入札参加停止の処分を受けていないこと。 
    （2） 本社又は事業所が京都市内にあること。 
  （3） 受付・案内・接客業務に関し契約実績があること。 



  （4） 請負業務の受託が可能なこと。 
  （5） 旅行業者と観光クーポン券取扱契約を結ぶことが可能なこと。 
  
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       

 元離宮二条城二之丸御殿障壁画の模写制作委託 

 

２ 担当所属名  

  文化市民局 元離宮二条城事務所 

 

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 

 

５ 契約の相手方の住所，商号等 

 京都市左京区鳴滝本町６９－２ 

 有限会社 川面美術研究所  

 

６ 契約金額（税込み） 

金１５，９００，０００円 

 

７ 契約内容 

  二条城二之丸御殿障壁画（重要文化財）の模写画の制作委託。 

 

８ 随意契約の理由 

  二条城の障壁画は各部屋全体にわたって描かれているため，全体的に違和感を生じさせないため

には，絵具及び本紙などの原材料はもちろんのこと，模写技術も同水準を保つ必要がある。 

  また，文化庁の指導により本業務の委託業者は，古色復元模写と呼ばれる特殊技法による制作が

できる能力を有することが必要とされている。 

有限会社川面美術研究所は，京都市内に本店があり，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が多数所

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，必要な技

術が後進のスタッフに確実に継承されている。 

これらの要件を兼ね備え，二条城二の丸御殿の模写画を制作するために必要な一定の高い技術水

準を有している委託先は他にはないため，本件契約の相手方として選定し，地方自治法施行令第１

６７条の２第１項第２号により随意契約を行ったものである。 

 

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 

  元離宮二条城二之丸御殿障壁画修理業務委託 

 

２ 担当所属名    

 文化市民局 元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月２７日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月２７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 師連盟  

 

６ 契約金額（税込み） 

 金７８，０９７，０００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）二条城二の丸御殿障壁画（９５４

面，附（つけたり）指定６２面）のうち，遠侍１０面，大広間５面及び黒書院２面の合計１７面の

修理委託 

 

８ 随意契約の理由   

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１７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 技術の向上を図るととも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１１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１４８名（技師補及び技師等８９名・主任技師３５名・技師長１４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，２千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，二条城二の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箇年計画事業及び

平成２３年度から２７年度までの第二次５箇年計画の第４年次（平成２６年度）までの修理を委託

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 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 

  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 元離宮二条城事務所 

 

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  

 京都市上京区七本松通中立売下る三軒町７７ 

 樋口造園株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

 金２７，８６４，０００円 

 

７ 契約内容 

  二条城内の庭園及び外苑部における樹木の剪定（松樹芽摘み・葉むしり・鋏透かしを含む），株物・

寄植や生垣の刈込み，外堀周囲のピラカンサ生垣刈込及び草刈り（生垣・松樹他の根元周りの下草

除草含む），土手草刈り，石垣除草，庭園除草などの維持管理業務 

 

８ 随意契約の理由  

 本業務の履行に当たっては，二条城及び城内の庭園に関する知識や歴史的経過の把握，世界遺産

としての文化財庭園やそれに準ずる庭園として相応しい維持管理方法を提案するための豊富な知識

と見識が不可欠であり，また，国の「特別名勝」に指定されている二の丸庭園についても維持管理

を行うこととなるため，受託業務を円滑に遂行できる能力を事前にチェックする必要があり，価格

により契約の相手方を定める競争入札に適していない。 

このため，下記の基準を満たす事業者を公募し，資料の提出及びプレゼンテーションを踏まえた

プロポーザル方式による事業者選定を行った結果，樋口造園株式会社の評価が 高であったため，

本契約の相手先として選定し，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約を行

ったものである。 

 

 ＜業者の参加資格：以下の全ての要件を満たす者＞ 

  （1） 京都市契約事務規則第４条第 1 項に規定する一般競争入札有資格者名簿又は同規則第２２

条第１項に規定する指名競争入札有資格者名簿（登録種目：造園）に登録されており，参加

要請書類の発送日から契約の締結までの間において，京都市競争入札等取扱要綱第２９条第

１項の規定に基づく競争入札参加停止の処分を受けていないこと。 
  （2） 本社又は事業所が京都市内にあること。 



  （3） 国家資格一級造園施工管理技士が在籍していること。 
 （4） 平成1１年度以降において国指定特別名勝指定庭園の松樹（芽摘み，葉むしり，鋏透かし） 

      の剪定委託を受注し，履行した実績を有すること。 

 

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     

京都府・市町村共同公共施設案内予約システム運用業務 

 

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 

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 

京都市右京区西京極新明町１番地 

京都スポーツネットワーク  代表者 公益財団法人京都市体育協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２１，８５０，０００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体育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，陸上競技場

兼球技場，補助競技場，わかさスタジアム）を管理している。 

特に，公益財団法人京都市体育協会は，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 

 

11 その他 

 

 



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空調機制御機器更新 

 

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 

平成２７年６月９日 

 

４ 履行期間 

平成２７年６月９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 

大阪市北区天満橋１－８－３０ 

アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，４８０，０００円 

 

７ 契約内容 

空調機のインバータ制御機器の更新業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

アクアリーナサブプールに設置している空調機については，ＡＣ－１～６の６系統により構成さ

れており，その全てにおいて，アズビル社製の制御機器により統制されている。 

今回，空調機の一部（ＡＣ－３～５）のインバータ制御機器の更新を行うに当たっては同社以外

のプログラムでは，他の機器との連携が保たれず，契約の目的を達成できないため，本機器の製造      

メーカーであるアズビル株式会社に委託する。 

 

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 

 

 


