
001 平成27年04月23日
京都市下京区朱雀堂ノ口町３５番１他に係る土地調査，地図訂正及び地
積更正・分筆等登記並びに敷地境界画定等業務

6,753,240
産業観光局中央卸売
市場第一市場市場整
備推進課

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

002 平成27年12月25日
京都市中央市場水産棟改修に係るモートラ・フォークリフト等の動線調
査・分析業務

19,980,000
産業観光局中央卸売
市場第一市場市場整
備推進課

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成28年01月29日
京都市中央卸売市場第一市場（八坂駐車場）施設整備事業に伴う埋蔵文
化財発掘調査等業務

35,370,000
産業観光局中央卸売
市場第一市場管理課

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

004 平成27年11月20日
京都市中央卸売市場第二市場整備工事　ただし，小動物自動洗浄背割機
ほか修繕工事

14,904,000
産業観光局中央卸売
市場第二市場業務課

花木工業株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

005 平成28年03月02日
京都市中央卸売市場第二市場再整備工事　ただし，市場本棟新築その他
工事

3,002,400,000
産業観光局中央卸売
市場第二市場業務課

松村組・高塚工務店特定建設工
事共同企業体

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

006 平成28年01月06日 蓄電システム（Ｉ＿ＤＥＮＣＯＮ　１０ｋＶＡ）の購入 6,149,520
産業観光局新産業振
興室

株式会社アイケイエス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第４号

007 平成28年01月19日 京都市勧業館整備工事　ただし，蓄電池設備ほか設置工事 (当初)
(変更後)

6,480,000
7,328,880

産業観光局新産業振
興室

株式会社奥村電気設備
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

008 平成28年02月22日 観光ＭＩＣＥ推進室移転に伴う京都朝日会館１階環境整備事業委託 13,608,000
産業観光局観光ＭＩ
ＣＥ推進室

株式会社竹中工務店
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

009 平成27年11月10日 「世界一の観光都市“KYOTO”」ブランド向上事業 7,900,000
産業観光局観光ＭＩ
ＣＥ推進室

公益財団法人京都文化交流コン
ベンションビューロー

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

010 平成27年10月29日
平成２７年度四季・彩りの森復活プロジェクトに係る四季の森施業等業
務

22,982,400
産業観光局農林振興
室林業振興課

公益財団法人京都市森林文化協
会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

011 平成27年11月30日 平成２７年度松くい虫防除事業(奨励・秋期)業務委託 8,839,697
産業観光局農林振興
室林業振興課

京都市森林組合
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

契約金額（税込）

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



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

   京都市下京区朱雀堂ノ口町３５番１他に係る土地調査，地図訂正及び地積更正・分筆 
   等登記並びに敷地境界画定等業務 

 

２ 担当所属名 

 産業観光局中央卸売市場第一市場市場整備推進課 

 

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２３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） 

 ６，７５３，２４０円 

 

７ 契約内容 

  京都市中央卸売市場第一市場の施設整備事業を推進するに当たり，敷地境界が確定できていな 

 い箇所が多数ある。施設整備の実施に当たっては敷地の確定が必要となるため，事業の進捗に合 

 わせ，必要な箇所の境界確定等を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

   公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会は，社員である土地家屋調査士及び同調査 

  士法人がその専門的能力を結合して官公署等による不動産の表示に関する登記に必要な調査若し 

  くは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として， 

  土地家屋調査士第６３条を根拠に設立された法人である。同法を根拠に設立された法人は，京都 

  市域においては同協会のみであり，これまでも京都府，府内各地地方公共団体及び本市の不動産 

  表示登記等業務の委託先として相当の実績があり，信頼性が高く，円滑な業務遂行が期待できる。 

   よって，協会の設立目的の公共性及び本業務の遂行の確実性を鑑み，公益社団法人京都公共嘱 

  託登記土地家屋調査士協会を相手方として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 

   京都市中央市場水産棟改修に係るモートラ・フォークリフト等の動線調査・分析業務 
 

２ 担当所属名 

 産業観光局中央卸売市場第一市場市場整備推進課 

 

３ 契約締結日 

 平成２７年１２月２５日 

 

４ 履行期間 

 平成２７年１２月２５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 

 大阪市北区梅田２丁目５番２５号 

 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

 １９，９８０，０００円 

 

７ 契約内容 

   京都市中央卸売市場第一市場水産棟改修に係る基本設計の着手に向けたバース及びエレベータ 

  の適正な機能・設置数等を確定させるため，モートラ・フォークリフト等の動線調査・分析業務 

  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） 

   本業務は，水産棟におけるモートラやフォークリフト等の動線を調査･分析するというものであ 

  り，水産棟改修に係る基本設計への着手へ向けた，バース及びエレベータの適正な機能・設置数 

  等の確定を目的としている。業務を実施するに当たっては，京都市中央市場の実情と動向，さら 

  には市場に求められる物流機能の維持･向上に資する専門的知識を有する業者に対して，同業務を 

  委託する必要があるため，公募型プロポーザル方式による業者選定を行った。 

 

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 

    本業務の委託先の選定に当たっては，一定基準を満たす業者に対し，業務の遂行方法について， 

  企画提案書の提出を求め，審査会において審査のうえ， 良な企画提案書を提出した業者を随意 

  契約の相手方とする公募型プロポーザル方式を採用し，審査の結果，三菱ＵＦＪリサーチ＆コン 

  サルティング株式会社大阪を受託事業者として決定した。 



 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

   京都市中央卸売市場第一市場（八坂駐車場）施設整備事業に伴う埋蔵文化財発掘 
    調査等業務 

 

２ 担当所属名 

 産業観光局中央卸売市場第一市場管理課 

 

３ 契約締結日 

 平成２８年１月２９日 

 

４ 履行期間 

 平成２８年２月１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 

 京都市上京区今出川大宮東入元伊佐町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） 

 ３５，３７０，０００円 

 

７ 契約内容 

  京都市中央卸売市場第一市場（八坂駐車場）における施設整備事業に際し，埋蔵文化財の発掘 

 調査が必要となるため，当該調査及び報告書作成等の業務を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

   本業務は，本市の埋蔵文化財の特性及び歴史に関する専門知識が必要であることから，①市内 

  で継続して発掘調査を実施していること，また，②履行に必要な人材・機材等を保有しているこ 

  と，③契約締結の意向があることを履行する者に必要な条件としている。条件①に該当する者に 

  対し，条件②及び③について意向確認を行ったところ，すべての条件を満たす者が受託者である 

  公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所のみであつたため，同社を相手方として随意契約を締結し 

  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 

京都市中央卸売市場第二市場整備工事 

ただし，小動物自動洗浄背割機ほか修繕工事 

 

２ 担当所属名 

産業観光局 中央卸売市場第二市場 業務課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１１月２０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１１月２１日～平成２８年３月１５日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市淀川区西中島５－１４－２２ リクルート新大阪ビル９階 

花木工業株式会社 大阪支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

１４，９０４，０００円 

 

７ 契約内容 

第二市場と畜解体棟のプラント設備の一部である小動物自動洗浄背割機ほかの経年劣化部品の製

作，取替えを含む分解整備 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該プラント設備が極めて特殊であり，製造者が既に廃業していることから交換部品を既製品と

して入手できないことに加え，修繕を行う際には施工部分にとどまらず，システム全体の日常運転

及び保守点検情報を基に関連する既設機器も含めた総合的な調整が可能な業者でなければ履行でき

ないため 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

当該設備の保守点検委託業者であり，かつ同設備の修繕工事もこれまで多数行っているため 

 

11 その他 

 

 









随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市中央卸売市場第二市場再整備工事 

ただし，市場本棟新築その他工事 

 

２ 担当所属名 

産業観光局 中央卸売市場第二市場 業務課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年３月２日 ※仮契約は平成２８年１月８日 

 

４ 履行期間 

平成２８年３月３日～平成３１年３月１５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新町東入月鉾町５２ 

松村組・高塚工務店特定建設工事共同企業体 

代表者 株式会社松村組 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

３，００２，４００，０００円 

 

７ 契約内容 

市場再整備に係る市場本棟の建築 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

一般競争入札に２回付したものの，いずれも入札不成立となったため 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

２回の一般競争入札を通じ，受注意思があった唯一の業者であり，価格交渉の結果，随意契約締

結の同意を得られたため 

 

11 その他 

 

 



















































































随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

蓄電システム（Ｉ＿ＤＥＮＣＯＮ １０ｋＶＡ）の購入 

 

２ 担当所属名 

産業観光局新産業振興室 

 

３ 契約締結日 

平成２８年１月６日 

 

４ 履行期間 

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二条上る蒔絵屋町２８２ 烏丸えにしビル６Ｆ 

株式会社アイケイエス 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，１４９，５２０円 

 

７ 契約内容 

蓄電システム（Ｉ＿ＤＥＮＣＯＮ １０ｋＶＡ）の購入 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当物品を買い入れることにより，ベンチャー企業を支援するという政策目的を達成できるため。 

 

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４号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記の者は，経営革新により持続的な成長が期待される将来性の高い中小企業を発掘・認定する

「オスカー認定企業」に平成26年8月に認定されており，また，同社が販売する蓄電システム

「I_DENCON」は，「オスカー認定企業」の支援制度の一つである「京都市ベンチャー購買新商品認定

制度」の「新商品」に平成27年3月に認定されており，かつ，当物品は同社しか販売していないため。 

 

11 その他 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市勧業館整備工事 ただし，蓄電池設備ほか設置工事 

 

２ 担当所属名 

産業観光局新産業振興室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２８年１月１９日 

（変更後）平成２８年３月７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 

京都市山科区御陵封ジ山町１－８４ 

株式会社奥村電気設備 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）６，４８０，０００円 

（変更後）７，３２８，８８０円 

 

７ 契約内容 

京都市勧業館における蓄電池設備ほか設置工事 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

（随意契約の理由）競争入札（平成２７年１２月２１日開札）に付したが入札者がなかったため。 

（変更理由）非常用コンセントの設置場所について，当初，地下駐車場に設置する蓄電システム

付近の自立コンセント盤内を予定していたが，非常時に活用する際の利便性を考慮し，１階の

事務室及び防災センターに１口ずつ設置してほしいと施設管理者から要望があり，本事業の主

旨にも合致するため変更する。 

  なお，自立コンセント盤の設置場所は，当初，地下駐車場に設置する蓄電システム付近の壁

面を予定していたが，上記変更に伴い，非常用コンセントに近い場所に設置する方が安価にな

るため，地下１階の機械室へ変更する。 

 

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 

複数の競争入札参加有資格者に見積書の提出を依頼したところ，２者からしか徴収できなかった。



見積書の提出があった２者のうち，より低廉な見積価格であり，かつ，競争入札における予定価格

の制限の範囲内であった上記の者を契約先に選定した。 

 

11 その他 











随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

観光ＭＩＣＥ推進室移転に伴う京都朝日会館１階環境整備事業委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局観光MICE推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２８年２月２２日 

 

４ 履行期間 

平成２８年２月２２日から平成２８年３月２３日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市中京区壬生賀陽御所町３－１ 

  株式会社竹中工務店京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

１３，６０８，０００円 

 

７ 契約内容 

観光ＭＩＣＥ推進室が京都朝日会館１階に移転するにあたり，その環境整備を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

当該事業は京都朝日会館と平成２７年１２月２２日付で締結した定期貸室建物賃貸借契約証書

第１１条１項に記載の行為に当てはまり，同条２項の規定により，当該修繕は京都朝日ビル指定の

事業者で施行するよう，取り決めがされている。これは，施設の管理運営上，消防法等の法律に係

る作業については京都朝日会館が指定する株式会社竹中工務店が専属的に実施することとされて

いるものである。本件は，法関連部分が大半であり，併せて付随する作業部分についても同時実施

することが，合理的である。よって，当該修繕を実施できる業者は京都朝日会館が指定する株式会

社竹中工務店以外にないため，競争入札に適さないことから，地方自治施行令第 167 条の 2 第 1 項

第 2 号に該当し，かつ，京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン第 2 項中，随意契約を行

うことができる場合の第 1 号エに該当するため，当該委託先事業者と随意契約を締結するもの。 

 

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 

「世界一の観光都市“KYOTO”」ブランド向上事業 

 

２ 担当所属名 

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１１月１０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１１月１０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夷川上ル少将井町２４０番地京都商工会議所５階 

  公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，９００，０００円 

 

７ 契約内容 

  海外（主に米国）のメディアを活用した京都をＰＲする企画の検討 

   タイアップするメディアの選定 

   選定したメディアとの調整 

   選定したメディアの取材支援 

  ア 取材行程の企画及び助言 

  イ 取材先への取材協力依頼等の交渉 

  ウ メディアへの画像等の情報提供 

  エ 取材時のガイド・アテンド等 

   外国人観光客に向けたマナー啓発の実施 

   その他，本事業を実施するために必要と認められる事項 
 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

 アンド・レジャー）」誌の「ワールドベストアワード 2015」において，京都市が世界一の観 

 光都市に２年連続で選ばれたことを機に，米国を中心とした海外メディア及び国内メディア 

 を活用した積極的な PR による露出強化に取り組むとともに，外国人観光客に向けたマナー 

 啓発を強化し，市民及び市内観光事業者等も快く迎えられるようおもてなしの向上を図るこ 

 とで，世界一の観光都市「KYOTO」としての認知度を更に高め，海外からの誘客及び MICE  

 の誘致の拡大を図るものである。 



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

 解に加え，国内外の旅行事情に精通しているとともに，特定の事業者に偏らず，京都の魅力 

 を公平な立場から PR できると同時に，市内観光事業者との幅広いネットワークを有してい 
 る主体を選定することが必要であり，主として価格以外の要素における競争によって契約の 

 相手方を選定する必要がある。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

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

 基準２（１）ウ 

 

10 契約の相手方の選定理由 

 公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー（以下「コンベンションビューロー」と 

いう。）は，平成24年4月に本市及び市内事業者からなるインバウンド（外客誘致）推進のための 

任意団体「京都国際観光客誘致推進協議会」の業務を引き継いだ公益財団法人であり，同協議会  

において長年にわたり実施されてきた京都への外客誘致のノウハウを有していることから，京都  

の観光コンテンツに対する十分な理解があると同時に，旅行市場に対する造詣も深い。 

 また，コンベンションビューローは，これまでから多くのメディア関係者を誘致した京都ブラ 

ンドのPR事業を実施しており，メディア関係者との密接な繋がりを有するのみならず，メディア  

対応の経験を生かしてマーケットに訴求するコンテンツを効果的かつ適切に発信できるなど，メ 

ディアを活用したPR事業のノウハウを持っている。 

 さらに，コンベンションビューローは本市をはじめ京都府・京都商工会議所の支援及び資金を 

もって設立・運営されているものであり，観光事業者等からなる３００以上の会員を有すること 

から，京都の観光事情にも精通しているのはもちろんのこと，地元事業者との緊密なネットワー 

クを有しつつも，特定の事業者には偏らず，公平な立場から京都の魅力をPRできる。 

 このような主体は，コンベンションビューローのほかにはないことから， 委託先としてコンベ 

ンションビューローを選定する。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度四季・彩りの森復活プロジェクトに係る四季の森施業等業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室林業振興課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１０月２９日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１０月３０日から平成２８年３月２９日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区花背八桝町250番地 

公益財団法人京都市森林文化協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２２，９８２，４００円 

 

７ 契約内容 

四季の森施業及び啓発イベント運営業務等 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

   本業務については，森林が持つ多面的な機能を回復させ価値を生む森林を育成するために，四

季の森施業を実施する箇所の表層地質，地形の凹凸及び斜面方位等の森林立地条件に応じて，不

用木を伐採する程度や植栽する樹種の選定，野生動物対策において高い専門性と経験が必要であ

る。また，市民啓発イベントについては，森林という市街地とは異なる環境において実施するた

め，効果的なイベントを企画できることはもちろん，森林の持つ危険な面を熟知しており参加者

の安全に配慮しつつ運営できることが必要であることから，価格以外の要素によって契約の相手

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 

 契約の相手方の選定に当たり，平成２７年１０月２日から平成２７年１０月１６日まで，公募

型プロポーザル方式により受託候補者を募集した結果，１者から応募があり，受託候補者選定委

員会において，受託候補者選定審査基準に基づき審査を行った結果，応募者である公益財団法人

京都市森林文化協会が本業務の委託先として適当であると認められたため。 



 

11 その他 

なし 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名      

平成２７年度松くい虫防除事業（奨励・秋期）業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室林業振興課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年１１月３０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月１日から平成２８年２月１０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市北区上賀茂二軒家町９番地 

京都市森林組合 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，８３９，６９７円 

 

７ 契約内容 

当年度に枯死した松くい虫被害木の伐倒及び松くい虫の駆除 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

公益的機能の高い市街地近郊の松林を保全するため，区域指定された民有林において，今年度に

感染，枯死したマツを速やかに選定し，伐倒駆除する必要があった。そのため，当該地域（＊右京

区京北地域を除く）の地形・土質状況及び土地境界等に精通し，処理に当たっては森林所有者の円

滑な同意が得られ，かつ，松くい虫防除の専門知識及び高度な技術を有する相手方と速やかに契約

する必要があった。そこで，地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号（「京都市物品等の調達に

係る随意契約ガイドライン」第２項（１）のウ）に基づき，これらの条件を唯一満たす「京都市森

林組合」と随意契約した。 

 

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 

 


