
001 平成27年04月01日 御池公共地下道及び接続通路部分の維持管理業務 166,924,000 
都市計画局都市企画部
都市総務課

御池公共地下道コンソーシアム
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

002 平成27年04月01日 洛西ニュータウン関連業務（維持管理・整備事業） 44,325,472 
都市計画局都市企画部
都市総務課

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

003 平成27年04月01日 緑道維持管理業務 9,710,000 
都市計画局都市企画部
都市総務課

京都醍醐センター株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

004 平成27年04月01日 パセオ・ダイゴロー西館市施設共用部分維持管理業務 8,047,542 
都市計画局都市企画部
都市総務課

京都醍醐センター株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

005 平成27年04月01日 洛西ニュータウン向け番組のテレビジョン放送に関する業務 5,000,957 
都市計画局都市企画部
都市総務課

洛西ケーブルビジョン株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

006 平成27年05月20日 地域防災まちづくり専門家派遣業務 9,700,000 
都市計画局
まち再生・創造推進室

公益財団法人京都市景観・まちづ
くりセンター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

007 平成27年06月02日 防災まちづくり活動支援業務委託（その３） 7,236,000 
都市計画局
まち再生・創造推進室

株式会社サンワコン
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 烏丸公共地下道維持管理業務 21,200,000 
都市計画局都市企画部
都市計画課

京都ステーションセンター株式会
社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

009 平成27年05月15日 屋外広告物印象評価等調査業務 5,753,000 
都市計画局広告景観づ
くり推進室

特定非営利活動法人グローカル人
材開発センター

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24日 次期京都市建築物耐震改修促進計画（仮称）検討業務 10,260,000 
都市計画局建築指導部
建築安全推進課

株式会社サンワコン
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

011 平成27年04月09日 木造住宅耐震改修支援業務 (予定総額) 100,960,380 
都市計画局建築指導部
建築安全推進課

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

012 平成27年04月28日 代執行による管理不全空き家の解体にかかる業務
(当　初)
(変更後)

4,720,000
5,551,000

都市計画局建築指導部
建築安全推進課

ファステック株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号

013 平成27年09月30日 京都市国際交流会館整備工事ただし，１号昇降機設備改修工事 17,280,000 
都市計画局公共建築部
公共建築企画課

日本オーチス・エレベータ株式会
社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

014 平成26年07月11日 東大路通交通解析・予備設計業務 30,032,640 
都市計画局
歩くまち京都推進室

株式会社エイテック
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

015 平成27年04月01日 京都駅南北自由通路南口駅前広場階段部分の維持管理業務 7,301,399 
都市計画局
歩くまち京都推進室

東海旅客鉄道株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

随意契約一覧表

契約金額（税込）
（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

随意契約一覧表

契約金額（税込）
（単位：円）

016 平成27年04月23日 「歩いて楽しいまちなか戦略」調査業務（その１） 5,194,800 
都市計画局
歩くまち京都推進室

中央復建コンサルタンツ株式会社
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23日 「歩いて楽しいまちなか戦略」調査業務（その２） 9,990,000 
都市計画局
歩くまち京都推進室

中央復建コンサルタンツ株式会社
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24日 「人と公共交通優先の歩いて楽しい四条通」エリアマネジメント業務 34,100,000 
都市計画局
歩くまち京都推進室

株式会社関広
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

019 平成27年05月14日
「歩くまち・京都」公共交通ネットワークの連携強化及び
バス・鉄道利用促進等総合対策事業に関する業務

9,147,600 
都市計画局
歩くまち京都推進室

一般社団法人システム科学研究所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

020 平成27年05月26日 東大路通整備計画検討業務 10,260,000 
都市計画局
歩くまち京都推進室

株式会社エイテック
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第７号

021 平成27年06月01日 京都未来交通イノベーション研究機構事務局業務 8,974,800 
都市計画局
歩くまち京都推進室

京都未来交通イノベーション研究
機構事務局委託業務コンソーシア
ム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

022 平成27年06月05日 観光地等交通対策業務 33,480,000 
都市計画局
歩くまち京都推進室

いであ株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

023 平成27年06月11日
「『歩くまち・京都』総合交通戦略の推進」及び「京都のまちの活力を
高める公共交通の検討」業務

8,900,000 
都市計画局
歩くまち京都推進室

一般社団法人システム科学研究所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

024 平成27年06月25日 「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）推進業務（その１） 6,652,800 
都市計画局
歩くまち京都推進室

株式会社創建
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

025 平成27年06月25日 「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）推進業務（その２） 11,500,000 
都市計画局
歩くまち京都推進室

一般社団法人システム科学研究所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

026 平成27年07月01日 京都駅南口タクシーショットガンシステム委託業務 49,564,764 
都市計画局
歩くまち京都推進室

株式会社日立パワーソリューショ
ンズ

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 安心すまいづくり推進事業に関する業務 61,513,000 
都市計画局住宅室
住宅政策課

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

028 平成27年04月01日 地域優良賃貸住宅制度に関する業務 39,080,880 
都市計画局住宅室
住宅政策課

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

029 平成27年04月01日 既存住宅の省エネリフォーム支援事業に関する業務 (予定総額) 9,900,000 
都市計画局住宅室
住宅政策課

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

030 平成27年04月01日 京都市市営住宅の管理に関する協定 4,901,128,000 
都市計画局住宅室
住宅管理課

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



契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

随意契約一覧表

契約金額（税込）
（単位：円）

031 平成27年04月01日 被災者向け住宅情報センター運営に関する業務 11,882,378 
都市計画局住宅室
住宅管理課

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

032 平成27年04月01日
西野山市営住宅耐震改修及びエレベーター設置工事に係る入居者負担軽
減対策業務

(当　初)
(変更後)

26,240,220
37,930,738

都市計画局住宅室
すまいまちづくり課

要・熊倉特定建設工事共同企業体
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第６号

033 平成27年06月01日
楽只新５棟（仮称）建設に係る境界確定等業務（境界確定及び測量等業
務）

2,653,560 
都市計画局住宅室
すまいまちづくり課

公益社団法人京都公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

034 平成27年07月13日
崇仁北部第二地区土地区画整理事業（崇仁北部第四住宅地区改良事業）
道路整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務

10,940,400 
都市計画局住宅室
すまいまちづくり課

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07月21日
崇仁市営住宅新築工事基本計画策定及び基本設計業務
ただし，塩小路高倉ブロック更新棟（仮称）他新築工事基本計画策定及
び基本設計業務

48,600,000 
都市計画局住宅室
すまいまちづくり課

株式会社住建設計
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

036 平成27年09月01日 京都市八条市営住宅全棟建替事業における民間活力導入可能性調査業務 9,803,160 
都市計画局住宅室
すまいまちづくり課

株式会社地域経済研究所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

037 平成27年09月17日
崇仁北部第一地区土地区画整理事業（崇仁北部第四住宅地区改良事業）
道路整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務

11,880,000 
都市計画局住宅室
すまいまちづくり課

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



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

御池公共地下道及び接続通路部分の維持管理業務 

 

２ 担当所属名 

  都市計画局都市企画部都市総務課 

 

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 

御池公共地下道コンソーシアム 

京都市中京区御池通寺町東入下本能寺町４９２番地の１ 

代表者 京都御池地下街株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６６，９２４，０００円 

 

７ 契約内容 

  御池公共地下道の仕上材の点検管理業務，軽微な補修業務，清掃業務，出入口の開閉及び巡 

 視業務，設備の管理業務及び軽微な補修業務，防犯・防災業務，光熱費の支払い業務，アート 

 作品の維持管理業務等の御池公共地下道の管理委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  御池公共地下道及び接続通路部分の防災・防犯設備が，御池公共地下道コンソーシアムが管理す 

る地下街の防災センターで一体管理するよう設計されており，不可分であるため。 

 

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 

洛西ニュータウン関連業務（維持管理・整備事業） 

 

２ 担当所属名 

  都市計画局都市企画部都市総務課 

 

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 

 京都市上京区中町通丸太町下る駒之町５６１番地の１０ 

  京都市住宅供給公社 

 

６ 契約金額（税込み） 

４４，３２５，４７２円 

 

７ 契約内容 

洛西ニュータウン地域における維持管理事業及び整備事業 

・維持管理業務： 

   洛西ニュータウンの良好な居住環境の維持のため，洛西ニュータウン内外における土地及び市

有地・施設等に関連する調査，調整，維持管理等を行う（東緑地，竹林公園，公共広場等） 

・整備事業： 

   洛西ニュータウン内にある都市計画局所有施設等の計画的な修繕を行う。（竹林公園竹の資料

館改修，サブセンター通路補修） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

洛西ニュータウンには，京都市所有の施設・土地と京都市住宅供給公社所有の施設・土地が複雑

に混在しており，双方の所有する施設・土地を一体的なものとして，現況調査，補修・改修必要箇

所の判定，計画的な補修・改修工事の施工等を行う必要があるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

緑道維持管理業務 

 

２ 担当所属名 

  都市計画局都市企画部都市総務課 

 

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 

  京都市伏見区醍醐高畑町３０番地の１ 

京都醍醐センター株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，７１０，０００円 

 

７ 契約内容 

  パセオ・ダイゴロー西館と一体的に構成されている緑道の清掃，植栽の管理，設備の管理・維持 

 修繕に関すること及びＩＴＶ監視に関すること等の緑道の管理委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  京都醍醐センター株式会社の施設のひとつである防災センターが，パセオ・ダイゴロー西館及び 

周辺全体を防犯・防災上，一体的に集中管理・運営しており，不可分であるため。 

 

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 

パセオ・ダイゴロー西館市施設共用部分維持管理業務 

 

２ 担当所属名 

  都市計画局都市企画部都市総務課 

 

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 

  京都市伏見区醍醐高畑町３０番地の１ 

京都醍醐センター株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，０４７，５４２円 

 

７ 契約内容 

  パセオ・ダイゴロー西館の京都市の所管施設（都市計画局，文化市民局，保健福祉局，教育委員 

 会）が共用する部分の清掃，設備の管理・維持修繕に関すること及びＩＴＶ監視に関すること等の 

 管理委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  京都醍醐センター株式会社の施設のひとつである防災センターが，パセオ・ダイゴロー西館及び 

周辺全体を防犯・防災上，一体的に集中管理・運営しており，不可分であるため。 

 

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 

洛西ニュータウン向け番組のテレビジョン放送に関する業務 

 

２ 担当所属名 

  都市計画局都市企画部都市総務課 

 

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 

  京都市西京区大原野東境谷町２丁目５番地７ 

  洛西ケーブルビジョン株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，０００，９５７円 

 

７ 契約内容 

  洛西ニュータウン地域向け番組の制作及び放映を含めたテレビジョン放送等業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  洛西ケーブルビジョン㈱は，洛西ニュータウン地域の難視聴解消のため，ＣＡＴＶを導入し設立 

 された放送会社であり，地域に根ざした営業展開を行うとともに，洛西ニュータウン地域で自主放 

 送番組を持ち，洛西地域限定での情報発信が可能な会社であるため。 

 

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 

地域防災まちづくり専門家派遣業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局まち再生・創造推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年５月２０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年５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 

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３番地１ 

公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター  

 

６ 契約金額（税込） 

９，７００，０００円 

 

７ 契約内容 

平成２４年７月に策定した「歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針」に基づき，

密集市街地内の「優先的に防災まちづくりを進める地区」（以下，「優先地区」という。）におい

て，地域と行政が一体となった防災まちづくりを進めている。 

平成２７年度からは，これまでの優先地区における防災まちづくり活動支援に加えて，新た

に優先地区以外の密集市街地や路地・町単位における防災まちづくり活動支援を展開する。 

本業務委託は，優先地区以外の密集市街地や路地・町単位の地域防災まちづくり活動に対し，

その活動を支援するための専門家（以下「「地域防災まちづくり専門家」という。」の派遣を行

う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

以下の理由から，公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター（以下「センター」という。）

は本業務の委託先に求める要件をすべて満たしており，本業務の遂行に当たって も適性のあ

る団体であると認められるため，随意契約を行う。 

① センターは，「まちづくり活動支援事業」を実施し，まちづくりを進める中で生じる様々 

な問題の相談に応じ，１日単位の専門家派遣（コンサルタント派遣）や１年単位の専門家

派遣（コーディネーター派遣）を行っている。 

この専門家派遣では，まちづくりコンサルタントや学識経験者，一級建築士など，多様

な専門家を多数登録しており，多分野に渡る地域のまちづくりのニーズや状況に合わせて，

適材適所に専門家を派遣し，その成果として，市民の自主的なまちづくりの取組が進めら

れてきたという実績があることからも，専門家のマッチングに優れていると認められる。 



また，これらの取組の中で，地区計画の策定や防災まちづくりの支援，実務者と連携し

た空き家活用等に関する幅広い支援を行っており，前述のようなこれまでの実績において

も，防災まちづくりに必要な知識，技術，経験等を有していると認められる。 
② 地域防災まちづくり専門家の業務範囲は多様であり，特に路地・町単位の取組において 

は，建築基準法や都市計画法の活用から，土地の分筆登記や道路整備まで多岐に渡るが，

センターでは，経済，不動産，建築，金融，法律，市民活動等，多くの団体が集まる「京

町家等継承ネット」など，防災まちづくりの実現に欠かせない実務を担うことができる専

門家，実務者との協働のネットワークを活かし，派遣専門家自身の相談に応じたり，専門

家相互の交流を促進するなど，派遣専門家の取組を支える体制が整っていると認められる。 
 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

防災まちづくり活動支援業務（その３） 

 

２ 担当所属名 

都市計画局まち再生・創造推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年６月２日 

 

４ 履行期間 

平成２７年６月２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 

京都市下京区高辻通室町西入繁昌町２９５番地１ 

株式会社サンワコン 関西支店  

 

６ 契約金額（税込） 

７，２３６，０００円 

 

７ 契約内容 

歴史都市京都の特性を生かしつつ，市民が安心・安全に住み続けられる災害に強いまちづくりを

進めるため，細街路が集中する木造密集市街地において，建物を適切に更新するための制度の運用，

京都らしい町並みの保全，避難ネットワークの確保等の具体的な対策を総合的に検討・推進すると

ともに，それらを実施する地区の防災まちづくりの取組を支援する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の実施に当たっては，地域のまちづくりに関する技術及び都市計画や建築に関する知識，

経験が求められ，また，地域の防災まちづくりの取組支援に当たっては，地元組織等とともに地域

の合意形成等を図る技術や，防災を中心とするまちづくりの企画立案する能力が必要である。 

以上より，本業務の委託に際しては，契約の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から契約の相手方を選定する必要があるため，地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第２号に基づき，プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果， も評価が高かったため。 

 



11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名   

  烏丸公共地下道維持管理業務 

 

２ 担当所属名   

  都市計画局都市企画部都市計画課 

 

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 

京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町９０２番地 

京都ステーションセンター株式会社 

 

６ 契約金額（税込み）  

  ２１，２００，０００円 

 

７ 契約内容 

（１）電気料金の支払及び地下道内に広告物掲出の占用許可を受けた者が使用した電気料金の 

   実費徴収 

（２）水道料金の支払 

（３）清掃業務 

（４）警備業務 

（５）電気主任技術者の選任及び電気事業法に規定する主任技術者の業務 

（６）機械室内に設置の発電機，蓄電池等の定期保守点検及び試運転 

（７）防災受信盤の常時監視及び定期保守点検 

（８）市有財産目的外使用許可の申請に係る市への報告等に関すること 

（９）その他地下道の管理に関する事項で市が指定するもの 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

烏丸公共地下道においては，その建設当初から，煙感知器等の防災設備及び防災受信盤の回線等

のシステムが，隣接する京都駅前地下街ポルタのシステムと一体のものとして整備されており，両

者のシステムは密接不可分の関係にある。また，清掃等維持管理業務についても近接した京都駅前

地下街ポルタと一括して業者に委託し，ポルタ内防災センターに常駐する清掃員が迅速に対応する

ことにより，汚損による転倒等の２次災害を防ぐ等，日常業務において警備と清掃の連携を図るこ

とができるため，安全，衛生面での迅速かつ効率的対応により市民サービスの向上につながる。 

以上より，他社との競争が成立せず競争入札に適さないため，地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号の規定に基づき，京都駅前地下街ポルタの維持管理を行っている京都ステーションセン



ター株式会社と随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

屋外広告物印象評価等調査業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局広告景観づくり推進室 

 

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 

  京都市下京区中堂寺命婦町１番地１０ むすびわざ館 

  特定非営利活動法人 グローカル人材開発センター 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，７５３，０００円 

 

７ 契約内容 

屋外広告物適正化前後の街並みの写真等を市民や観光客等に見ていただき，感じた印象について

アンケート等による調査を行い，その調査結果から現行条例に対する課題を抽出・検証し，今後の

規制のあり方の検討材料とする。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  本業務は，屋外広告物が都市景観に与える影響等について単に好きか嫌いかの印象を問うもので

はなく，建築，サインデザイン及び色彩等の観点から総合的に調査・分析し，本市条例の規制の取

組の検証や良好な広告景観を創出する優良な屋外広告物の要素を調査するものである。 

  このような調査業務は，契約相手方の本市に対する屋外広告物行政を含む景観政策の知識や屋外

広告物及び建築に関する広い知見と分析能力等により履行の内容や方法が異なり，仕様書等では具

体的にあらかじめ内容を規定することが困難である。このため，本業務の委託に際しては，契約の

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プロポーザルに

よって契約の相手方を選定する必要がある。 

  以上より，性質又は目的が競争入札に適さないため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

２号に基づき，公募型プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

プロポーザル方式により，受託候補者選定委員会において審査を実施したところ，アンケート作

成から調査結果分析までの具体的な提案内容，大学生を中心とした街頭調査等の実施体制の点で他

の候補より優れていたため，特定非営利活動法人グローカル人材開発センター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 

次期京都市建築物耐震改修促進計画（仮称）検討業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局建築指導部建築安全推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月２４日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月２５日から平成２８年３月１５日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区高辻通室町西入繁昌町２９５番地１ 

株式会社サンワコン 関西支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，２６０，０００円 

 

７ 契約内容 

次期京都市建築物耐震改修促進計画（仮称）を策定するに当たっての分析・検討を行い，当該計

画の素案及び原案等の作成を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  耐震化率の算定と解析，また施策効果の把握については，一般的な建築の知識のみではなく，各

種統計調査結果や本市の有するデータベース等，多岐にわたるデータを集約し検討・分析を行う能

力や建築物の耐震化に対する深い理解（特に京都市独自の課題）と問題意識が必要である。 

  加えて，京都市の特性を踏まえ，次期計画に掲げる新たな目標の設定とその目標を達成するため

の施策の検討を行うには，他都市等での多くの事例やノウハウに基づく，住宅・建築・防災・まち

づくり等の広範かつ豊富な知識と経験を活かし，建築物の耐震化促進に潜む一般的な課題を網羅・

分析したうえで，本市独自の課題を客観的かつ論理的に抽出していく高度な分析が必要である。 

  そして，これらの分析を前提として抽出された課題に対し，多角的かつ柔軟で斬新な発想を提案

し，課題の解決を図る力が求められる。 

  以上より，性質又は目的が競争入札に適さないため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

２号に基づき，公募型プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果， も評価が高かったた

め。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

木造住宅耐震改修支援業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局建築指導部建築安全推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月９日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月９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番地１０ 

京都市住宅供給公社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）１００，９６０，３８０円 

 

７ 契約内容 

（１）木造住宅耐震化支援事業に関する事務 

（２）木造住宅の耐震化に向けた相談対応及び情報発信に関する事務 

（３）地域における普及啓発に関する事務 

（４）京都市耐震改修促進ネットワーク会議の企画及び運営に関する事務 

（５）その他関連する付帯事務 
 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「耐促法」という。）第５条では，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くとともに，当該計画において，耐震診断・耐震改修の実施

目標を達成するために必要と認められる場合は，地方住宅供給公社による建築物の耐震改修等の実

施に関する事項を記載できるとしている。（当該計画に公社を規定した場合は，耐促法第３０条によ

り，公社が耐震改修等の業務を行えるよう特例措置が規定されている。） 

これに基づき，京都府建築物耐震改修促進計画では，耐震化の目標達成に向けて専門技術者の不

足等が想定されることから，京都市住宅供給公社（以下「公社」という。）は，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。また，京都市建築物耐震改修促進計

画においても，公社に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。 

実際に，公社は，住宅の耐震診断・改修を進めるに当たり，以下のとおり事業遂行の適格性を有

している。 

① 建築士の資格を有する建築技術職員を有しており，支援業務を適確に実施する技術的な基礎，

人員体制及び実務経験を有していること 



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こと  

③ 公社の役員及び職員の構成，支援業務以外の業務の観点から，支援業務の公正な実施に支障

を及ぼすおそれがないこと 

また，公社は，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

するとともに，今後も，引き続きその役割が求められている。 

以上より，本契約は競争入札には適さず，目的である耐震改修の促進及び本契約の委託内容に照

らし，公社はそれに相応する信用，技術，経験などを有していると認められることから，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 

代執行による管理不全空き家の解体にかかる業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局建築指導部建築安全推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２７年４月２８日 

（変 更）平成２７年６月１５日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月２９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 

京都市西京区松尾大利町１７番地２０ 

ファステック株式会社 

 

６ 契約金額（税込） 

（当 初）４，７２０，０００円 

（変更後）５，５５１，０００円 

 

７ 契約内容 

本業務は，上京区五辻通七本松西入東柳町に所在する空き家について，管理不全状態が著しく，

破損物の飛散や建物の倒壊により周辺住民に危害を及ぼすおそれが高いことから，建築基準法に基

づき，代執行により解体撤去を実施するものである。 

 

８ 随意契約及び変更契約の理由 

 (1)随意契約の理由 

当該空き家については，著しい管理不全状態にあり，また，所有者が確知できないため改善が見

込めず，さらに，破損物の飛散や建物の倒壊により近隣住民等の生命，身体及び財産に危害が及ぶ

可能性が極めて高いことに鑑み，一刻も早く空き家の解体撤去を実施しなければならない緊急性が

あったため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に基づき，随意契約を行う。 

(2)変更契約の理由 

・建物解体中に廃油を発見し，処分が必要となったため。 

・解体建物が隣地境界に密接していたため，解体後に隣家の壁面状況及び高低差（約１ｍ）が 

 確認できたことによる。 
 

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５号 



10 契約の相手方の選定理由 

競争入札参加資格を有する建築工事業者のうち，過去に本市の受注実績のある業者３者による見積

もり合わせの結果， も低廉な価格を提示したため。 

 

11 その他 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市国際交流会館整備工事ただし，１号昇降機設備改修工事 

 

２ 担当所属名  

都市計画局公共建築部公共建築企画課 

 

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 

京都府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） 

１７，２８０，０００円 

 

７ 契約内容 

老朽化した昇降機の改修工事 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本工事のエレベーター工事は，運転制御と安全確保は設備全体で総合的に設計され，製 

造業者ごとに独自の技術を用いられている。改修を行う場合，既設機のシステム及び構造 

を熟知している必要がある。システム全体にわたる独自技術を解析することは製造業者以 

外の者では困難であり，エレベーターの安全性に支障が生じる恐れがあることから，当該 

機器の構造を熟知した製造者に施工させる必要がある。 

 以上より，その性質又は目的が競争入札に適さないため，地方自治法施行令第１６７条の２第１

項第２号に基づき，製造者である日本オーチス・エレベータ株式会社と随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

東大路通交通解析・予備設計業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局歩くまち京都推進室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２６年７月１１日 

（変更前）平成２７年３月１１日 

（変更後）平成２７年９月 ７日 

 

４ 履行期間 

（当 初）平成２６年７月１２日から平成２７年３月３１日まで 

（変更前）平成２６年７月１２日から平成２７年９月３０日まで 

（変更後）平成２６年７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 

兵庫県尼崎市御園町２４番地  

株式会社エイテック 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

３０，０３２，６４０円  

 

７ 契約内容 

本業務は，多くの市民や観光客が訪れる東大路通において，安心・安全で快適な歩行空間を創出

し，「人」が主役の「歩いて楽しい東大路」を実現するため，過年度の交通調査結果等をもとに，東

大路通の道路空間再構成を実施した場合の東大路通及び周辺道路への影響について交通解析により

検証し，東大路通の整備案を検討するための予備設計等を実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

関係機関との協議に時間を要し，履行期間の延長を行ったため。 

 

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２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

｢プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針｣(平成１３年５月１８

日制定) に基づく手続を経て，平成２６年６月１８日に株式会社エイテックが技術的に 適である

と特定したため。 



11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都駅南北自由通路南口駅前広場階段部分の維持管理業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局歩くまち京都推進室 

 

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 

大阪市淀川区宮原１丁目１番１号 新大阪阪急ビル１０階 

東海旅客鉄道株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，３０１，３９９円 

 

７ 契約内容 

・通路等の清掃業務 

・エレベーター，エスカレーター，ＩＴＶカメラ・モニター・ビデオ，照明設備及び自動火災報 

 知機の保守点検等 

 ・エスカレーターの終始動 

・通路床面及びガラス破損等の軽微な補修等 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  京都駅南北自由通路南口駅前広場階段部分は，東海旅客鉄道株式会社の新幹線京都駅構内コンコ 

 ース部に隣接しており，エレベーター，エスカレーター及び監視カメラの配線が同社の駅舎に接続 

 していることから，同社において一体的に管理を行う必要がある。 

  以上より，その性質又は目的が競争入札に適さないため，地方自治法施行令第１６７条の２第１ 

 項第２号に基づき，東海旅客鉄道株式会社と随意契約を行う。  

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

  「歩いて楽しいまちなか戦略」調査業務（その１） 

 

２ 担当所属名 

都市計画局歩くまち京都推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月２３日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４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 

京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町 626 烏丸小泉ビル 

中央復建コンサルタンツ株式会社 京都営業所 
 

６ 契約金額（税込み） 

５,１９４,８００円  

 

７ 契約内容  

・「歩いて楽しいまちなか戦略推進会議」の企画・運営 

・タクシー駐停車マナー向上マネジメント会議の開催・運営及びモビリティ・マネジメント

の実施等 

・歴史的都心地区における物流対策の企画・実施 

・「歩いて楽しいまちなか戦略」効果検証の分析 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  京都の魅力と活力が凝縮した歴史的都心地区（四条通，河原町通，御池通，烏丸通に囲まれ 

 た地区）を中心とした「まちなか」において，四条通の歩道拡幅と公共交通優先化をはじめと 

 する，安心・安全で快適な歩行空間の確保や賑わいの創出など，人と公共交通優先の「歩くま 

 ち・京都」を目指す「歩いて楽しいまちなか戦略」を推進している。 

  これまで「歩いて楽しいまちなか戦略」を推進したことにより，平成２６年度に歩いて楽し 

 いまちなかゾーンが歴史的都心地区で完成したことや，平成２７年１０月には四条通の歩道拡 

 幅が完成するなど，色々な成果を挙げてきている。 

  そこで，平成２７年度の「歩いて楽しいまちなか戦略」調査業務は，四条通の完成を機にま 

 ちなかの交通状況の変化を統計的に処理し効果検証を行い，その結果も踏まえ今後のまちなか 

 戦略の方向性を図る会議の企画・運営を行う。併せて，これまでから継続して実施している， 

 タクシードライバーに対してのモビリティ・マネジメントの実施，歴史的都心地区及びその周 

 辺における物流車両対策などを引き続き実施することで，まちなかの変化をとらえ，それに合 

 わせた対策を検討実施していくものである。 



  これらの業務を遂行するためには，都市計画と交通計画に精通し，かつ関係者合意形成に優 

 れた建設コンサルタントを選定し契約する必要がある。 

  以上より，本業務の請負業者としては，高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり，価格そ 
 の他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があるため，地方自治法施行令第１６７条の 

 ２第１項第２号に基づき，プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。 
 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

｢プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針｣(平成１３年５月１８

日制定) に基づく手続を経て，中央復建コンサルタンツ株式会社が技術的に 適であると特定し

たため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  「歩いて楽しいまちなか戦略」調査業務（その２） 

 

２ 担当所属名 

都市計画局歩くまち京都推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月２３日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４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 

京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町 626 烏丸小泉ビル 

中央復建コンサルタンツ株式会社 京都営業所 
 

６ 契約金額（税込み） 

９,９９０,０００円  

 

７ 契約内容  

「歩いて楽しいまちなか戦略」効果検証に係る調査の企画・実施 
 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  京都の魅力と活力が凝縮した歴史的都心地区（四条通，河原町通，御池通，烏丸通に囲まれ 

 た地区）を中心とした「まちなか」において，四条通の歩道拡幅と公共交通優先化をはじめと 

 する，安心・安全で快適な歩行空間の確保や賑わいの創出など，人と公共交通優先の「歩くま 

 ち・京都」を目指す「歩いて楽しいまちなか戦略」を推進している。 

  これまで「歩いて楽しいまちなか戦略」を推進したことにより，平成２６年度に歩いて楽し 

 いまちなかゾーンが歴史的都心地区で完成したことや，平成２７年１０月には四条通の歩道拡 

 幅が完成するなど，色々な成果を挙げてきている。 

  そこで，平成２７年度の「歩いて楽しいまちなか戦略」調査業務は，四条通の完成を機にま 

 ちなかの交通状況の変化を統計的に処理し効果検証を行い，その結果も踏まえ今後のまちなか 

 戦略の方向性を図る会議の企画・運営を行う。併せて，これまでから継続して実施している， 

 タクシードライバーに対してのモビリティ・マネジメントの実施，歴史的都心地区及びその周 

 辺における物流車両対策などを引き続き実施することで，まちなかの変化をとらえ，それに合  

 わせた対策を検討実施していくものである。 

  これらの業務を遂行するためには，都市計画と交通計画に精通し，かつ関係者合意形成に優 

 れた建設コンサルタントを選定し契約する必要がある。 

  以上より，本業務の請負業者としては，高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり，価格そ 

 の他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があるため，地方自治法施行令第１６７条の 



 ２第１項第２号に基づき，プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。 

 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

｢プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針｣(平成１３年５月１８

日制定) に基づく手続を経て，中央復建コンサルタンツ株式会社が技術的に 適であると特定し

たため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  「人と公共交通優先の歩いて楽しい四条通」エリアマネジメント業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局歩くまち京都推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月２４日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４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 

京都府京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町256 関広ビル 

株式会社関広  
 

６ 契約金額（税込み） 

３４，１００，０００円  

 

７ 契約内容  

 ・「四条通エリアマネジメント会議」及び「駐停車マネジメント部会」の運営 

 ・四条通沿道での違法駐停車車両等に対する指導・啓発活動 

 ・四条通沿道に係る広報全般 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  人と公共交通優先の「歩くまち・京都」のシンボルプロジェクトである四条通の整備では，

車線の減少により歩道を拡幅するとともに，車道においては路線バスの円滑な走行の実現を目

指している。 

  この整備の効果を発揮させるためには，違法な駐停車車両や自転車の違法走行・違法駐輪の

排除や四条通に目的のない車両の流入抑制など，ソフト対策についても講じる必要がある。 

  本業務では，沿道商店街，タクシー業界，物流業界等の関係者との会議において合意形成を

図り，新しい四条通の利用ルールの定着を目的とした違法駐停車車両や違法自転車走行，違法

駐輪への指導啓発活動を実施するのと合わせて，四条通への車両の流入抑制や「人と公共交通

優先」の事業理念について広く周知するための広報を実施することで，人と公共交通優先の整

備理念の効果を発揮するためのエリアマネジメントを行うものである。 

  本件業務の対象区域である四条通は，京都市を代表する道路の１つであり，多くの人やクル

マが行きかうことから，駐停車車両や違法自転車走行等の問題が発生した場合，多大な影響が

生じることとなる。このため，関係者と合意形成を図ったうえで即時的に対策や広報を実施し

問題の解決を図ることが必要であることから，これら一連の業務を一括として契約することに

より，その効果をより一層発揮することが見込まれ，効果的に業務を遂行することができる。 



  以上より，本業務の請負業者としては，効率的かつ効果的な指導啓発活動や，対象に必要な

情報を伝達するための高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり，価格その他様々な要素から

契約の相手方を選定する必要があることから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

に基づき，プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。  
 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

｢プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針｣(平成１３年５月１８

日制定) に基づく手続を経て，株式会社関広が技術的に 適であると特定したため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「歩くまち・京都」公共交通ネットワークの連携強化及びバス・鉄道利用促進等総合対策事業に関す 

る業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局歩くまち京都推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年５月１４日 

 

４ 履行期間 

平成２７年５月１４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 

京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２８番地 新町アイエスビル 

一般社団法人システム科学研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，１４７，６００円 

 

７ 契約内容 

・京北地域における公共交通ネットワークの再構築の検討 

 ・京都市域における鉄道・バスの利便性向上に係る具体的施策（乗換案内の充実，ダイヤ調整等），  

  ＩＣカードの普及啓発の検討・実施 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 本業務は，京都市域における鉄道・バスの利便性向上に係る具体的施策（乗換案内の充実，ダイ

ヤ調整等）及びＩＣカードの普及啓発の方策について，検討・実施するものである。本業務は，   

鉄道・バス事業者間の連絡調整を図りながら業務を進めることが重要であり，両事業ともに，会議

等における各交通事業者の意見を的確に把握し，専門的な見地から適切な資料を作成する能力が 

求められることから，両事業を一括契約することで，経費縮減が期待できる。 

 また，京北地域においては，ふるさとバス（有償運送事業），スクールバス，京北病院送迎車，   

社協外出支援事業（福祉有償運送事業）の４つのバス事業者等がそれぞれ独自に運行しており，  

そのために同一方面に同じ時間帯に運行するバスが見受けられる。これら非効率的な運行に対して，

各バス事業者等の調整を図ることにより，効率的で市民にとって利便性の高い公共交通ネットワー

クを構築しようとするものである。思惑の異なる各事業者等の意見を調整し，持続可能な公共交通

ネットワークを構築するためには，上記業務と同様の能力が求められる。また，当該業務を遂行す

るに当たり，上記業務と同様，公共交通の専門的な知識や情報が必要となるため，一括契約するこ

とにより，不要な重複を避け，効率化を図ることができる。さらに，京北地域で得られるノウハウ

や実績を，四条通等の他地域にフィードバックすることで，更なる効果が期待できる。 



 また，本業務を遂行するためには，都市計画と交通計画に精通し，かつ関係者合意形成に優れた

建設コンサルタントを選定し契約する必要がある。 

 以上より，本業務の請負業者としては，高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり，価格その他

様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項

第２号に基づき，プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

 ｢プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針｣(平成１３年５月１８

日制定) に基づく手続を経て，一般社団法人システム科学研究所が技術的に 適であると特定した

ため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

東大路通整備計画検討業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局歩くまち京都推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年５月２６日 

 

４ 履行期間 

平成２７年５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 

兵庫県尼崎市御園町２４番地  

株式会社エイテック 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，２６０，０００円 

 

７ 契約内容 

本業務は，多くの市民や観光客が訪れる東大路通において，安心・安全で快適な歩行空間を創出

し，「人」が主役の「歩いて楽しい東大路」を実現するため，これまでの交通調査や交通解析等を基

に整備計画（素案）や地元説明会資料を作成するとともに，合意形成の推進のために地元説明会や

「東大路通歩行空間創出推進会議」の開催，パブリックコメント，整備計画の検討を行うものであ

る。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の中で行う地元説明会や推進会議の資料の作成にあたっては，「東大路通交通解析・予備設

計業務（株式会社エイテック関西支社）」の内容を踏まえながら作成する必要があるが，同法人と契

約することで，既存資料の整理において人件費等が不要になること，並びに，交通解析や道路予備

設計の成果を用いた資料作成において迅速かつ効率的な業務の遂行が図れることから，時価に比べ

て有利な価格をもって契約をすることができる。 

以上より，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第７号に基づき，株式会社エイテックと随意

契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第７号 

 

 



10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都未来交通イノベーション研究機構事務局業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局歩くまち京都推進室 

 

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 

京都未来交通イノベーション研究機構事務局委託業務コンソーシアム 

京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２８ 新町アイエスビル 

代表団体 一般社団法人システム科学研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，９７４，８００円 

 

７ 契約内容 

京都未来交通イノベーション研究機構事務局業務全般 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  本業務は，研究機構業務を円滑に実施するため，①企業間や大学等とのマッチングによる研究開発 

 カテゴリーの立上げ支援，②各研究開発プロジェクトが，国の競争的資金を獲得するにあたって，京 

 都の地域特性を生かした効果的な応募書類を作成するための支援，③研究機構全体の運営，④精度の  

 高い交通データ等を幅広く収集・蓄積し，当該データを研究機構の構成員に提供するものである。 

  契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するためには，研究内容等の企画立案能力，実施手法の 

 提案，運営体制等，価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから，地方自 

 治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，プロポーザル方式により特定した業者と随意契約 

 を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

  「プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針｣(平成１３年５月１８ 



 日制定) に基づく手続を経て，一般社団法人システム科学研究所が技術的に 適であると特定した 

 ため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

観光地等交通対策業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局歩くまち京都推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年６月５日 

 

４ 履行期間 

平成２７年６月５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１－２４－２２ 

いであ株式会社 大阪支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

３３，４８０，０００円 

 

７ 契約内容 

観光地への自動車流入の抑制と公共交通の利用を更に促進するため，効果的な交通対策の実施内

容を検討・実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，観光地への自動車流入の抑制と公共交通の利用を更に促進するため，地元住民・

商業者をはじめ関係機関との連携の下，効果的な交通対策の実施内容を検討・実施するもので

ある。契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するためには，高い技術力及び幅広い見識が

不可欠であり，価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから，地方

自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，プロポーザル方式により特定した業者と

随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

 ｢プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針｣(平成１３年５月１８

日制定) に基づく手続を経て，いであ株式会社が技術的に 適であると特定したため。 

 



11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「『歩くまち・京都』総合交通戦略の推進」及び「京都のまちの活力を高める公共交通の検討」業

務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局歩くまち京都推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年６月１１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年６月１２日～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 

京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２８ 新町アイエスビル 

一般社団法人システム科学研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，９００，０００円 

 

７ 契約内容 

・「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進業務 

・京都のまちの活力を高める公共交通の検討業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進業務は「歩くまち・京都」推進会議を開催し，戦略の進

捗状況を確認するとともに，必要に応じて，推進マネジメント会議やワーキンググループを開催し，

戦略の着実な推進を図り，また，様々な視点から戦略の効果を測定するとともに，京都市独自のサ

ンプル調査（移動手段分担率調査）を実施し，戦略の推進による効果を把握するものである。 

京都のまちの活力を高める公共交通の検討業務は，本市が目指す政策目標や社会・経済情勢の変

動等を踏まえ，公共交通の更なる利便性やまちの活性化など，「歩くまち・京都」の実現を図るため，

「１０年後の京都の公共交通のあるべき姿」を検討するものであり，昨年度からに引き続き，京都

のまちの活力を高める公共交通検討会議を開催し，今後１０年間で特に重点をおいて取組むべき施

策の洗い出しと具体化の検討を行うものである。 

京都のまちの活力を高める公共交通検討会議の成果を踏まえて，戦略の進捗を総合的に点検する

「歩くまち・京都」推進会議においても議論し，戦略の充実や京都市基本計画の実施計画に活かし

ていくこととしており，双方の事業において収集分析のするデータの相互利用や，「歩くまち・京都」

推進会議での議論と，「京都のまちの活力を高める公共交通検討会議」での議論を相互に密接に連携

させ，一体となって事業を展開していくことにより，相乗効果を創出するものである。 



以上より，これらの業務を遂行するためには，契約の相手方が，都市計画と交通計画に精通し，

かつ関係者合意形成に優れた能力や，高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり，価格その他様々

な要素から契約の相手方を選定する必要があることから，地方自治法施行令第１６７条の２第１

項第２号に基づき，プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

｢プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針｣(平成１３年５月１８

日制定) に基づく手続を経て，一般社団法人システム科学研究所が技術的に 適であると特定した

ため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 
１ 件名 

  「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）推進業務（その１） 

 

２ 担当所属名 

  都市計画局歩くまち京都推進室 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年６月２５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 

  名古屋市熱田区新尾頭一丁目１０番地１号 

  株式会社創建  

 

６ 契約金額（税込み） 

  ６，６５２，８００円 

 

７ 契約内容 

 ・「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発 

 ・市民とともに環境にやさしいライフスタイルを目指すモビリティ・マネジメント（ＭＭ）の実施 

  （チラシの配布等が中心） 

 ・出発から公共交通利用を考える観光来訪者へのＭＭの実施 

 ・交通事業者と連携したＭＭの実施 

 

８ 随意契約の理由 

  「歩くまち・京都」総合交通戦略では，既存の公共交通を再編強化し，使いやすさを世界トップレ 

 ベルにする「既存公共交通」の取組，歩く魅力を 大限に味わえるよう歩行者優先のまちをつくる「ま 

 ちづくり」の取組，歩いて楽しい暮らしを大切にするライフスタイルに転換する「ライフスタイル」 

 の取組の３つの柱の相乗効果により，「歩くまち・京都」の実現を目指している。 

  このうち，「ライフスタイル」の取組では，市民・観光客，そして事業者，行政が一体となっ 

 て，人と公共交通優先の「歩くまち・京都」を実現するための行動規範となる「歩くまち・京 

 都」憲章の普及・啓発を強力に推進すること，また，市民の意識と行動に直接働きかけ，過度 

 なクルマ利用を控え，歩くこと，公共交通等を利用することへの転換を促す取組であるコミュ 

 ニケーション施策（モビリティ・マネジメント）を，「スローライフ京都」大作戦として推進し 

 ていくこととしており，市民のライフスタイルの中で交通行動の変化を意識づけるため，あら 
 ゆる機会を捉え，重層的・複合的に情報提供等のモビリティ・マネジメントを実施していくも 

 のである。 

  以上より，本業務の実施に当たっては，高い技術力，幅広い識見が求められることから，地 

 方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，プロポーザル方式により特定した業者 

 と随意契約を行う。 



９ 根拠法令 

  □地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

  ｢プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針｣(平成１３年５月１８ 

 日制定) に基づく手続を経て，株式会社創建が技術的に 適であると特定したため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  「スローライフ京都」大作戦（プロジェクト）推進業務（その２） 

 

２ 担当所属名 

  都市計画局歩くまち京都推進室 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年６月２５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 

  京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２８番地 新町アイエスビル 

  一般社団法人システム科学研究所  

 

６ 契約金額（税込み） 

  １１，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

 ・市民とともに環境にやさしいライフスタイルを目指すＭＭの実施（アンケートが中心） 

 ・企業や職場における交通マネジメントを見直すＭＭの実施 

 

８ 随意契約の理由 

  「歩くまち・京都」総合交通戦略では，既存の公共交通を再編強化し，使いやすさを世界ト 

 ップレベルにする「既存公共交通」の取組，歩く魅力を 大限に味わえるよう歩行者優先のま 

 ちをつくる「まちづくり」の取組，歩いて楽しい暮らしを大切にするライフスタイルに転換す 

 る「ライフスタイル」の取組の３つの柱の相乗効果により，「歩くまち・京都」の実現を目指し 

 ている。 

  このうち，「ライフスタイル」の取組では，市民・観光客，そして事業者，行政が一体となっ 

 て，人と公共交通優先の「歩くまち・京都」を実現するための行動規範となる「歩くまち・京 

 都」憲章の普及・啓発を強力に推進すること，また，市民の意識と行動に直接働きかけ，過度 

 なクルマ利用を控え，歩くこと，公共交通等を利用することへの転換を促す取組であるコミュ 

 ニケーション施策（モビリティ・マネジメント）を，「スローライフ京都」大作戦として推進し 

 ていくこととしており，市民のライフスタイルの中で交通行動の変化を意識づけるため，あら 

 ゆる機会を捉え，重層的・複合的に情報提供等のモビリティ・マネジメントを実施していくも 



 のである。 

  以上より，本業務の実施に当たっては，高い技術力，幅広い識見が求められることから，地 

 方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，プロポーザル方式により特定した業者 

 と随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

  □地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

  ｢プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針｣(平成１３年５月１８日 

 制定) に基づく手続を経て，一般社団法人システム科学研究所が技術的に 適であると特定し 

 たため。 

 

11 その他 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都駅南口タクシーショットガンシステム委託業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局歩くまち京都推進室 

 

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日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

茨城県日立市幸町三丁目２番２号 

株式会社日立パワーソリューションズ 

 

６ 契約金額（税込み） 

４９，５６４，７６４円 

 

７ 契約内容 

 ・タクシーショットガンシステムの構築 

 ・タクシーショットガンシステムの運用方法の検討 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  タクシーショットガンシステムは，導入事例が少なく，様々な条件に対応できる高い技術力が必 

 要であり，また，今後の維持管理を考慮すると，できるかぎり容易に行うことができるもの 

 を検討していくことが重要である。 

  以上より，本業務の契約事業者としては，高い技術及び幅広い見地が不可欠であり，効果的でよ 

 り利用しやすいシステムの導入には，価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があ 

 ることから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，プロポーザル方式によ 

 り特定した業者と随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

  ｢プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針｣(平成１３年５月１８ 

 日制定) に基づく手続を経て，株式会社日立パワーソリューションズが技術的に 適であると特定 

 したため。 



11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

安心すまいづくり推進事業に関する業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局住宅室住宅政策課 

 

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） 

６１，５１３，０００円 

 

７ 契約内容 

（１）すまいに関する総合的な相談業務 

（２）すまいに関する普及啓発業務 

（３）住情報発信業務 

（４）住情報施策に関する調査・研究 

（５）分譲マンション建て替え・大規模修繕アドバイザー派遣制度運営業務 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は，住宅に関する多様な分野の情報発信を行うとともに，市民に寄り添った住宅相談や住

宅に関する講座等の実施や住宅支援に係る事業の受付の実施等により，住宅に関するワンストップ

窓口として，誰もが安心して住み続けられるすまいづくりを継続的に支援する必要がある。 

 そのため，受託者は，①住宅に関する幅広い知識や情報収集能力を有すること，②公平かつ公正

に住情報を提供でき，住宅セーフティーネットとしての住宅相談に必要な公的な信用力を持ってい

る，③住宅に関する総合的なワンストップ窓口として，一元的かつ横断的な対応を行い，継続的か

つ総合的な業務遂行能力を有すること，という３つの条件をすべて満たしている必要がある。 

 京都市住宅供給公社（以下「公社」という。）は，賃貸住宅の供給，管理等の実績による住宅に関

する幅広い知識や，建築・不動産等の関係団体とのネットワークを通じた情報収集能力を活かし，

効率的かつ効果的な業務遂行を行える体制を有し，上記の①③を満たす。また公社は，地方住宅供

給公社法に基づき，地方公共団体のみが出資し，国土交通大臣の認可を受けて設立した法人である

ため，②を満たし，全ての条件を備える事業者が市公社の他に存在しない。 

 以上より，本業務を実施できるのは公社のみであるため，競争入札には適さず，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 

地域優良賃貸住宅制度に関する業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局住宅室住宅政策課 

 

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） 

３９，０８０，８８０円 

 

７ 契約内容 

（１）地域優良賃貸住宅の普及啓発及び情報提供に関すること 

（２）地域優良賃貸住宅の供給計画に係る書類の受付及び指導に関すること 

（３）地域優良賃貸住宅の供給計画及び賃貸計画に従った適正な管理が行われるための管理状況の把 

握，管理に係る助言及び指導に関すること 

（４）地域優良賃貸住宅の利子補給に係る書類の受付及び指導に関すること 

（５）地域優良賃貸住宅の家賃補助に係る書類の受付，指導及び保管に関すること 

（６）地域優良賃貸住宅の入居希望者の資格審査及び選定に関すること 

（７）その他前各号に掲げる事項に付帯すること 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

（１）制度普及啓発及び情報提供について 

京都市住宅供給公社（以下「公社」という。）は全ての地域優良賃貸住宅の管理業務者として，

本市は制度の実施主体として，制度の普及に努めているが，両事業者が行う広報・広告・宣伝は

不可分のものであり，公社が委託先であれば，これらの業務を効率的に実施できる。 

（２）家賃補助に係る書類の受付及び指導について 

公社は，オーナーとの管理委託契約により，全住宅の契約家賃等に係る情報を把握しているほ

か，入居者との賃貸借契約により，全入居者の家賃（入居者負担額）に関する情報を把握してい

るため，家賃補助に係る事務を効率的かつ円滑に実施できる。 

（３）入居希望者の資格審査及び選定について 

 運用通達（平成5年7月30日付け建設省住宅局長運用通達１(2)①ⅷハ）において，「入居者の募  



集及び選定の手続のうち少なくとも入居者の資格審査及び選定については，その公正を担保する 

ため地方住宅供給公社，地方住宅センター等で都道府県知事が定める者に委託して行うこととす 

ること。」と規定されており，これに該当する団体は，本市では公社のみである。 

  以上より，本業務を実施できるのは公社のみであるため，競争入札には適さず，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 

既存住宅の省エネリフォーム支援事業に関する業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局住宅室住宅政策課 

 

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） 

（予定総額）９，９００，０００円 

 

７ 契約内容 

・既存住宅の省エネリフォーム支援事業の問合せ及び相談対応に関する業務 

・既存住宅の省エネリフォーム支援事業の申請受付及び審査に関する業務 

 

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，①市民の利便性が高い場所に市民向け窓口を設置できる事務所を有し，かつ，

助成制度に係る事務を円滑に遂行できる体制を有していること，②住まいに関する専門的な知識を

有し，市民の問合せに対して適切に回答ができるとともに，住宅に関する幅広い知識や情報収集能

力を有すること，③公的な信用力を持ち，公平かつ公正な立場で書類の受付，審査，相談を行うこ

とができること，④市民サービスの向上と，リフォームの一層の促進のため，耐震改修支援事業及

び自立分散型エネルギー利用設備設置助成制度とのワンストップ窓口を設置・運営できること，と

いう４つの条件をすべて満たしている必要がある。京都市住宅供給公社（以下，「公社」という。）

はこれらの条件を満たしており，また，公社以外に，これらの条件を満たす事業者はない。 

以上より，本業務を実施できるのは公社のみであるため，競争入札には適さず，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 

京都市市営住宅の管理に関する協定 

 

２ 担当所属名 

都市計画局住宅室住宅管理課 

 

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 

京都市上京区中町通丸太町下る駒之町５６１番地の１０  

京都市住宅供給公社 

 

６ 契約金額（税込み） 

４，９０１，１２８，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市市営住宅の管理代行及び公金収納委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  本市では，業務の効率化を図ることを目的に，管理代行制度を活用する。 

  管理代行者は，公営住宅法第４７条第１項により，本市を所管区域とする京都府，京都府住宅供 

 給公社又は京都市住宅供給公社（以下「公社」という。）に限定され，京都府及び京都府住宅供給公 

 社には代行の意志がないため，公社に限定される。 

  なお，家賃等の収納に関する業務や公営住宅以外の住宅は管理代行制度の対象外であるが，公営 

 住宅と混在している団地があり，業務上も密接な関わりを持っていることから，一部の業務や一部 

 の住宅の管理を公営住宅と切り離して別の団体に委託して行うことは，極めて非効率的である。  

  以上より，本業務を実施できるのは，公社のみであるため，競争入札には適さず，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 

被災者向け住宅情報センター運営に関する業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局住宅室住宅管理課 

 

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 

京都市上京区中町通丸太町下る駒之町５６１番地の１０ 

  京都市住宅供給公社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，８８２，３７８円 

 

７ 契約内容 

被災者向け住宅情報センター運営業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 被災者に対しての避難先としての住戸の提供は緊急を要するものであることから，委託先には被

災者への住宅提供を，公営住宅・民間住宅（市民等から無償で借り上げた住宅をいう。）の別を問わ

ず，ワンストップで実施し迅速に対応する能力が必要である（公営住宅の提供に当たっては，火災

等被災者を含め本件委託業務の対象となる被災者すべてに迅速に対応する能力が求められる。）。 

 一方で，京都市住宅供給公社（以下「公社」という。）は，公営住宅法第４７条第１項の規定に基

づき，本市公営住宅の管理業務（管理代行）を行っている。この管理代行は，公営住宅の管理権限

（入居者の募集・決定，清掃・修繕等の維持管理等）を事業主体である本市に代わって行うもので

あり，被災者を含めた公営住宅への入居希望者に対し，公営住宅住戸の提供を行う業務の実施にあ

たり，提供住戸の選定修繕から維持管理までの業務を既存の居住者との調整や住環境の維持を含め

て実施できるのは，公社のみである。 

  以上より，本業務を実施できるのは公社のみであるため，競争入札には適さず，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 

西野山市営住宅耐震改修及びエレベーター設置工事に係る入居者負担軽減対策業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局住宅室すまいまちづくり課 

 

３ 契約締結日 

（当  初）平成２７年４月 １日 

（変更後）平成２７年７月３１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２７年７月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区西ノ京馬代町１９ 

要・熊倉特定建設工事共同企業体 

代表者 要建設株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）２６，２４０，２２０円 

（変更後）３７，９３０，７３８円 

 

７ 契約内容 

西野山市営住宅耐震改修及びエレベーター設置工事に係る入居者負担軽減対策業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

（１）随意契約の理由 

当該業務は，工事の進捗に合せて効率的に実施する必要があり，実施に当たっては住民からの苦

情対応や防犯体制の徹底等を行う必要があるが，工事請負業者が実施することで管理における効率

化が図られ，かつ，住民対応の窓口の一本化による混乱の防止にも資する。 

以上により，当該委託契約は工事進捗に合せた管理・運営が必要不可欠であることから，工事施

工業者である要・熊倉特定建設工事共同企業体に業務委託するものである。 

なお，他社の見積りとの比較により，要・熊倉特定建設工事共同企業体の見積額が安価であるこ

とを確認済みである。 

（２）変更契約の理由 

  耐震アウトフレーム設置に伴い，防犯・安全上の観点から侵入防止柵等を設置する必要が生じた

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 

楽只新５棟（仮称）建設に係る境界確定等業務（境界確定及び測量等業務） 

 

２ 担当所属名 

都市計画局住宅室すまいまちづくり課 

 

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 

京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町４３９番地 

公益社団法人 京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２，６５３，５６０円 

 

７ 契約内容 

楽只新５棟（仮称）建設のための，建設用地の境界確定及び測量等 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

楽只新５棟（仮称）の建設を行うに当たり，建設用地の境界確定及び測量等の業務を行う必要が

ある。土地家屋調査士を営む個人等に業務を委託した場合には，事故等により業務の遂行に支障を

きたす恐れがあることから，本業務遂行の確実性の確保のため，土地家屋調査士法に設立が規定さ

れ，官公署の依頼を受けて土地又は家屋に関する調査，測量，申請手続き等の業務を行う公益社団

法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会と随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

崇仁北部第二地区土地区画整理事業（崇仁北部第四住宅地区改良事業）道路整備工事に伴う 

埋蔵文化財発掘調査業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局住宅室すまいまちづくり課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年７月１３日 

 

４ 履行期間 

平成２７年７月１３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） 

１０，９４０，４００円 

 

７ 契約内容 

道路整備予定地における埋蔵文化財の発掘調査，発掘調査により出土した遺構及び出土品の整理， 

報告書の作成等 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所は，埋蔵文化財発掘調査に関する知識が豊富で，調査員  

 数も多く，他の学校施設整備に伴う埋蔵文化財発掘調査の実績がある。また，市内で継続して発掘 

 調査を実施している他の機関に意向確認を行った結果，受注の能力及び意向はないことを確認した。 

  以上より，その性質又は目的が競争入札に適さず，すべての条件を満たす者が一者に特定される 

 ため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，公益財団法人京都市埋蔵文化財研 

 究所と随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

京都市崇仁市営住宅新築工事基本計画策定及び基本設計業務 

ただし，塩小路高倉ブロック更新棟（仮称）他新築工事基本計画策定及び基本設計業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局住宅室すまいまちづくり課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年７月２１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年７月２２日から平成２８年４月２８日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区東塩小路町５７９－１ 

株式会社住建設計 

 

６ 契約金額（税込み） 

４８，６００，０００円 

 

７ 契約内容 

市営住宅更新棟の基本計画策定及び基本設計業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，ワークショップ手法等を用いて，地域住民との意見交換を行いながら取りまとめてい

く必要があることから，住民参加による計画づくりの経験があり，取組によって得られる成果を反

映させるため，的確な見識とノウハウを持つ委託業者であることが条件となる。 

以上より，主として価格以外の要素から契約の相手方を選定する必要があるため，地方自治法施

行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行

う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果， も評価が高かったため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市八条市営住宅全棟建替事業における民間活力導入可能性調査業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局住宅室すまいまちづくり課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年９月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年９月２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 

大阪府大阪市中央区石町一丁目１番１号 天満橋千代田ビル２号館５階 

株式会社 地域経済研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，８０３，１６０円 

 

７ 契約内容 

八条市営住宅の全棟建替事業において，ＰＦＩ手法等の民間活力導入の可否及び 適な事業手法

を選定するための調査及び検討 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の実施に当たっては，法規制や様々な諸条件等を考慮しながら施設計画及びＰＦＩ手法等

の民間活力の導入可能性について検討し，的確な事業スキーム等を提案することが求められる。 

以上より，受託者が持つ建築基準法や都市計画法，ＰＦＩ法務等に関する知識や経験に基づくノ

ウハウ等を事前に把握し，その優劣をもって評価すべきであることから，主として価格以外の要素

から契約の相手方を選定する必要があるため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基

づき，プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果， も評価が高かったため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

崇仁北部第一地区土地区画整理事業（崇仁北部第四住宅地区改良事業）道路整備工事に伴う 

埋蔵文化財発掘調査業務 

 

２ 担当所属名 

都市計画局住宅室すまいまちづくり課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年９月１７日 

 

４ 履行期間 

平成２７年９月１７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） 

１１，８８０，０００円 

 

７ 契約内容 

道路整備予定地における埋蔵文化財の発掘調査，発掘調査により出土した遺構及び出土品の整 

理，報告書の作成等 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所は，埋蔵文化財発掘調査に関する知識が豊富で，調査員数 

 も多く，他の学校施設整備に伴う埋蔵文化財発掘調査の実績がある。また，市内で継続して発掘調 

 査を実施している他の機関に意向確認を行った結果，受注の能力及び意向はないことを確認した。 

  以上より，その性質又は目的が競争入札に適さず，すべての条件を満たす者が一者に特定される 

 ため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，公益財団法人京都市埋蔵文化財研 

 究所と随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 


