
001 平成28年04月01日 平成２８年度「京都館」事業の業務委託 54,630,000 産業総務課 株式会社京都産業振興センター
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

002 平成28年05月19日
京都市勧業館ふれあい館収蔵庫，ギャラリー系統空調機内部部品取替
え業務

3,247,560 産業総務課 ダイキン工業株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成28年04月01日 「京都中小企業担い手確保・定着支援事業」の業務委託 78,678,250 
産業観光局産業戦略
部産業政策課

京都市わかもの就職支援セン
ター事務局共同企業体

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

004 平成28年06月01日 新京都館に向けたモデル事業の実施及び実行可能性調査業務 9,999,720 
産業観光局産業戦略
部産業政策課

株式会社イースト
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

005 平成28年04月01日 平成２８年度「食の拠点機能充実事業」委託業務
当初
変更
後

 13,388,00016,44
産業観光局中央卸売
市場第一市場

京都市中央卸売市場協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

006 平成28年04月01日 京の食文化ミュージアム・あじわい館運営委託業務 30,988,224 
産業観光局中央卸売
市場第一市場

株式会社リーフ・パブリケー
ションズ

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

007 平成28年04月01日 「中央卸売市場・小売店つながりプロジェクト」企画，運営補助業務 5,000,000 
産業観光局中央卸売
市場第一市場

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

008 平成28年04月28日
京都市中央卸売市場第一市場（花屋町駐車場他５箇所）施設整備事業
に伴う埋蔵文化財発掘調査等業務

261,586,800 
産業観光局中央卸売
市場第一市場

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

009 平成28年05月02日
平成２８年度京都市中央市場施設整備基本計画推進支援及び業務継続
計画等検討支援業務

24,948,000 
産業観光局中央卸売
市場第一市場

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

010 平成28年07月27日
京都市下京区朱雀堂ノ口町１０番３２ほかに係る土地調査，地図訂正
及び地積更正等登記並びに敷地境界画定等業務

7,786,800 
産業観光局中央卸売
市場第一市場

公益財団法人　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

011 平成28年06月03日
京都市中央卸売市場第一市場整備工事
ただし，ゴミ集積所電気設備工事

2,840,400 
産業観光局中央卸売
市場第一市場

大島電気工事株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

012 平成28年08月12日
京都市中央卸売市場第一市場施設整備工事
ただし，青果北荷捌き場棟建築主体その他工事

334,800,000 
産業観光局中央卸売
市場第一市場

株式会社岡野組
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

013 平成28年04月01日
平成２８年度京都市勧業館常設展示場（京都伝統産業ふれあい館）運
営委託

25,000,000 
産業観光局商工部伝
統産業課

公益財団法人京都伝統産業交流
センター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

014 平成28年04月01日 「京もの海外進出支援事業」委託 32,800,000 
産業観光局商工部伝
統産業課

京都商工会議所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

契約金額（税込）
（単位：円）

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令



契約金額（税込）
（単位：円）

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

015 平成28年04月25日 次期京都市伝統産業活性化推進計画(仮称)策定業務 6,000,000 
産業観光局商工部伝
統産業課

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

016 平成28年04月01日 京都市中小企業海外展開支援事業に係る委託 6,680,000 
産業観光局新産業振
興室

公益財団法人京都高度技術研究
所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

017 平成28年04月01日 京都高度技術研究所ビル建築設備総合管理契約 44,431,872 
産業観光局新産業振
興室

京都リサーチパーク株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

018 平成28年09月28日 PCB廃棄物処分委託業務 8,242,516 
産業観光局新産業振
興室

中間貯蔵・環境安全事業株式会
社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

019 平成28年04月01日
平成２８年度新事業創出型事業施設等活用推進事業（入居者支援人材
配置）業務委託

25,781,000 
産業観光局新産業振
興室

公益財団法人京都高度技術研究
所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

020 平成28年04月01日
京都大学イノベーションプラザを拠点とした地域科学振興事業に関す
る業務委託

20,800,000 
産業観光局新産業振
興室

公益財団法人京都高度技術研究
所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

021 平成28年04月01日
京都型グローバル・ニッチ・トップ企業創出支援事業に関する業務委
託

17,800,000 
産業観光局新産業振
興室

公益財団法人京都高度技術研究
所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

022 平成28年05月10日 新たな産業用地の創出に向けた調査業務委託 9,396,000 
産業観光局新産業振
興室

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

023 平成28年04月01日 「ライフイノベーション創出支援事業」に関する業務 40,228,000 
産業観光局新産業振
興室

公益財団法人京都高度技術研究
所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

024 平成28年04月01日 「京都市ライフイノベーション推進戦略事業」に関する業務 17,500,000 
産業観光局新産業振
興室

公益財団法人京都高度技術研究
所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

025 平成28年04月01日
「京都大学国際科学イノベーション拠点における産学公連携支援拠点
事業」に関する業務

10,500,000 
産業観光局新産業振
興室

公益財団法人京都高度技術研究
所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

026 平成28年04月01日
「地域産学官共同研究拠点事業（バイオ計測プロジェクト）」に関す
る業務

55,378,000 
産業観光局新産業振
興室

地方独立行政法人京都市産業技
術研究所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

027 平成28年04月01日
地域産学官共同研究拠点事業（先端光加工プロジェクト）に関する業
務

37,038,600 
産業観光局新産業振
興室

次世代レーザープロセッシング
技術研究組合

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

028 平成28年04月01日 平成28年度京都市グリーン産業振興ビジョン推進事業 9,000,000 
産業観光局新産業振
興室

公益財団法人京都高度技術研究
所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号



契約金額（税込）
（単位：円）

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

029 平成28年04月01日 「京都版トキワ荘事業」に関する業務委託 10,000,000 
産業観光局新産業振
興室

特定非営利活動法人NEWVERY
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

030 平成28年04月01日 平成28年度分「京都観光Navi」の管理運営に関する委託 15,429,000 観光ＭＩＣＥ推進室
公益財団法人京都高度技術研究
所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

031 平成28年04月01日 海外メディア取材支援事業 26,742,000 観光ＭＩＣＥ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

032 平成28年04月01日 京都市海外情報拠点運営事業 33,208,000 観光ＭＩＣＥ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

033 平成28年04月01日 海外新規市場開拓業務 10,150,000 観光ＭＩＣＥ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

034 平成28年04月21日 京都観光総合調査 14,449,881 観光ＭＩＣＥ推進室 株式会社エム・アールビジネス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

035 平成28年06月01日 京都観光経営学講座 6,000,000 観光ＭＩＣＥ推進室 国立大学法人京都大学
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

036 平成28年04月01日 京都観光サポーター制度に係る企画・運営業務 6,000,000 観光ＭＩＣＥ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

037 平成28年04月01日 京都市認定通訳ガイド（特区通訳案内士）育成事業に関する業務 15,000,000 観光ＭＩＣＥ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

038 平成28年04月20日 複数自治体連携による海外富裕層誘客事業に関する業務 5,600,000 観光ＭＩＣＥ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

039 平成28年04月01日 京北農林業地域活性化促進事業 12,471,000 
産業観光局農林振興
室農政企画課

公益財団法人　きょうと京北ふ
るさと公社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

040 平成28年06月24日 京都らしい森づくりの推進（京都竹の里再生モデル事業）業務 6,200,000 
産業観光局西部農業
振興センター

特定非営利活動法人　京都発・
竹・流域環境ネット

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

041 平成28年04月01日 平成２８年度山村都市交流の森エリア維持管理業務 26,146,800 
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

042 平成28年04月01日 平成２８年度有害鳥獣捕獲事業に係る委託 10,577,520 
産業観光局農林振興
室林業振興課

一般社団法人京都府猟友会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号



契約金額（税込）
（単位：円）

随意契約一覧表

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

043 平成28年04月01日 平成２８年度総合獣害対策モデル事業ニホンザル行動圏管理業務 18,986,400 
産業観光局農林振興
室林業振興課

株式会社野生動物保護管理事務
所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

044 平成28年06月10日
平成２８年度京都市内産木材の情報発信強化業務（市内産木質ペレッ
ト等の普及促進）

5,994,000 
産業観光局農林振興
室林業振興課

森の力京都株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

045 平成28年06月01日 中小企業等チャレンジ支援事業委託業務 7,533,000 
産業観光局商工部中
小企業振興課

京都府中小企業団体中央会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２８年度「京都館」事業の業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業戦略部産業総務課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市左京区岡崎成勝寺町９番地の１ 

  株式会社京都産業振興センター 

 

６ 契約金額（税込み） 

５４，６３０，０００円 

 

７ 契約内容 

   「京都館」の運営 

   館全体の運営及び情報発信コーナー，伝統工芸ギャラリー，貸館の運営 

   京都及び京都館の情報発信 

   京都館ホームページ及びフェイスブックの更新・管理，京都館ニュースの作成・発送，広告媒

体を活用した広報 

   京都の産業・観光のＰＲイベントの実施 

   伝統産業及び観光のキャンペーン，京都の歴史・文化を学ぶセミナー，伝統産業に従事する事

業者等の支援，茶道体験教室の開催，京都創生ＰＲ協賛事業，その他の京都館ＰＲイベント 

   新商品販路開拓の支援 

 

８ 随意契約の理由 

京都館は，首都圏における観光情報及び伝統産業をはじめとした京都情報の総合的な受発信拠点

として，東京駅八重洲口前に設置しているものである。 

  本市関連情報を総合的に発信するとともに，首都圏の消費者のニーズを把握し本市産業界へ還元

する役割が期待されている。また，京都の知名度や京都への関心度を向上させるための取組を積極

的に実施することにより，京都に観光客を呼び寄せ，京都経済の活性化に寄与することも目的とし

ている。 

  当該事業は，京都館の運営を通じて，上記の目的を確実に達成することが求められるだけでなく，

時には委託業務の範囲を超えて柔軟な発想で事業を組み立て，実行し，その成果を本市にフィード

バックするという，公益的性格を強く有する事業である。この趣旨は，業務内容を固定化して，価



格競争により委託業者を選定する方法では，到底実現し得ないと考えられる。 

  以上の理由から，契約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，随意契約により契約を締結した。 
 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本業務の受託者は，以下の全ての条件を満たすことが求められる。 

   京都市の産業振興の方向性及び施策に精通するとともに，京都館の顧客層，首都圏の消費者ニ

ーズを熟知し，どのタイミングで何をＰＲすることが京都産業の振興につながるかを市に対して

助言する能力を有すること。 

   京都の産業界や産業・観光関係の各機関・団体等との緊密な連携に基づき，首都圏において観

光全般及び伝統産業を中心とした京都産業全般の情報受発信を展開できること。また，公益性の

確保の点から，各産業・団体と広範かつ公平に接することがきる企業又は団体等であること。 

   季節に応じた伝統工芸品の展示や伝統工芸職人の実演に係る企画・調整，京都産新商品の出展

者へのアドバイス等，専門性の高い業務を遂行するために，伝統産業に関する幅広い知識やノウ

ハウ，本市の伝統産業業界との緊密な協力関係を有していること。 

   自主的に実施する物販事業において，京都の伝統産業の発信拠点である京都市伝統産業ふれあ

い館及び併設するミュージアムショップ「京紫苑」と品揃えを合わせることで，質の高い商品を

提供できること。 

   京都市と連携を密にするため，京都市内に事業執行に係る意思決定ができる事業拠点を有する

こと。 

   東京に業務の遂行体制を構築し，委託期間を通じて安定的な事業展開ができること。施設管理

の経験を有すること。 

   公益的観点から，委託期間中の事業内容の変更やそれに伴う経費負担など，本事業の執行に係

るリスク負担を柔軟に受け入れる心構えがある事業者であること。 

 

  株式会社京都産業振興センター（以下「センター」という。）は，京都の産業振興を目的として設

置された京都市が６０％を出資する第三セクターであり，京都市勧業館の指定管理者としての事業

展開を通じて，公共性，公益性と民間企業としての経営感覚を両立させている。加えて，京都市勧

業館や同館内の伝統産業ふれあい館及びミュージアムショップ「京紫苑」における展示会や見本市

の開催，伝統工芸品の展示・販売を通じ，京都の産業界や地元企業との公平かつ幅広いつながりを

有している。 

  また，センターは，京都の伝統産業関連７４団体を構成員とし京都で唯一の業種横断的な組織で

ある公益財団法人京都伝統産業交流センター（以下「財団」という。）との緊密な協力関係を有し，

京都の伝統産業に関する幅広い知識に精通するとともに，財団が事業運営する京都市勧業館内の伝

統産業ふれあい館の施設管理や隣接した区画で伝統産業品の展示・販売を行うなど，既に財団と連

携した事業展開体制を確立している。 

  センターの本社は左京区岡崎にあり，京都市と密な連携を図ることができるとともに，協議を踏

まえて，迅速な意思決定を行うことができる。京都府や京都商工会議所も出資する第三セクターで

あるため，急な経営方針の転換リスクはなく，委託期間を通じて安定的な事業展開が期待できる。



さらに，市政運営の方針を理解し，柔軟に事業執行に係るリスク負担を受け入れ得る公益的観点を

持ち合わせている。また，京都市勧業館の指定管理者として，施設の管理運営の実績を豊富に有し

ている。 

  なお，センターから提出された企画提案内容は，本市が目指す京都館事業の方向性と合致してい

るとともに，個々の具体的な事業についても，過年度の受託実績を基礎として，本市が求める方向

性を実現するために効率的かつ効果的な内容であると認められる。 

  上記の理由により，センターは京都館における事業の目的を達成するために必要な条件を全て満

たす唯一の事業者であることから，平成２８年度の「京都館」事業の業務委託先として選定した。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市勧業館のふれあい館収蔵庫，ギャラリー系統空調機内部部品取替業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業戦略部産業総務課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年５月１９日 

 

４ 履行期間 

契約日から７５日以内 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区錦町4番82号 延原倉庫内 

ダイキン工業株式会社 西日本サービス部 西日本サービス部長 中野 覚  

 

６ 契約金額（税込み） 

３，２４７，５６０円 

 

７ 契約内容 

  京都市勧業館屋上階空調機置場及び地下１階機械室に設置するふれあい館収蔵庫・ギャラリー系

統空調機内部部品の取替え業務 

 

８ 随意契約の理由 

取替部品は，凝縮器，蒸発器，圧縮機など機器内部に取り込まれている部品であり，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たものであり，この取替

えを他の製造者が行うことは困難であるだけでなく，取替えの不備が本機の重大な故障を招く恐れ

があるため，当該機器製造者に取替させることが必要であり，それができるのは，当該委託先以外

に無い。 

以上から，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，本件業務に関し同社と随意

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

当該機器の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

たものであり，この取替えを他の製造者が行うことは困難であるだけでなく，取替えの不備が本機

の重大な故障を招く恐れがあるため，当該機器製造者である，ダイキン工業株式会社を契約相手方

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 

「京都中小企業担い手確保・定着支援事業」の業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業戦略部産業政策課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区烏丸通七条下ルニッセイ京都駅前ビル7階 

京都市わかもの就職支援センター事務局共同企業体 

 

６ 契約金額（税込み） 

７８,６７８,２５０円 

 

７ 契約内容 

京都市内の中小企業の成長に資する担い手確保・定着を支援することを目的に，低年次生を含む

在学生や既卒者等の求職者に市内中小企業の魅力を伝え，マッチング支援等を行うため，「京都市わ

かもの就職支援センター」を拠点に，市内中小企業の魅力発信や，学生等の求職者と京都の中小企

業との交流・マッチング支援，若手従業員の定着支援などに係る取組を実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

学生等と市内中小企業とをつなぐための効率的・効果的なマッチング支援及びＷＥＢサイト等に

よる中小企業情報の魅力発信プログラムの考案，就職や職業観の醸成を図るカウンセリング・セミ

ナーの実施等，主に価格以外の要素における競争で契約の相手方を選定する必要があるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

公募型プロポーザルにより受託候補者を募集したところ，応募者が上記５の１者であった。学生

等と市内中小企業のマッチング支援やＷＥＢサイト等による中小企業情報の魅力発信等についての

企画提案内容を評価した結果，あらかじめ設定していた基準を超えるものであったため，委託先と

して選定した。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

新京都館に向けたモデル事業の実施及び実行可能性調査業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業戦略部産業政策課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年６月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年６月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区赤坂１丁目７番１号 赤坂榎坂森ビル２Ｆ 

株式会社イースト 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，９９９，７２０円 

 

７ 契約内容 

  魅力発信強化に向けたモデル事業の実施 

  新京都館に向けた実行可能性調査 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  本事業は，平成２７年度事業「京都館事業の新展開に向けた検討」から継続するものであり，新

たに委託業者を選定するとこれまでの検討内容が引き継がれないことやスケジュールに遅れが出る

可能性がある。 

  よって，契約の内容及び性質が競争入札に適さないため，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）ウの規定により随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  平成２８年度予算を も効果的に活用し，事業目的を達成するために本事業に不可欠な要素を次

の４点に整理し，委託事業者を検討した結果，継続性及び効率性の観点から平成２７年度に引き続

き，（株）イーストを委託先として選定する。 



   本事業が，小山薫堂京都館館長と検討を重ねてきた「民間連携型スタイル」の京都館実現に向

けたプロジェクトであること 

   新京都館が目指す「民間連携型スタイル」は，小山館長と検討を重ねてきたものであり，引き

続き具体化に向けて検討するに当たり，これまでの経過や本市の課題について，十分に理解して

いることが求められる。 

   オープンイノベーション手法「みんなの京都館プロジェクト」の継続性と活性化 

   様々なジャンルの人から常に新しいアイデアを集め，事業に反映させていく「みんなの京都館

プロジェクト」において，首都圏においても信頼できる事業者とのネットワークと巻き込む力を

有し，「みんなの京都館プロジェクト」の多彩なメンバーをコーディネートする力・信頼関係を有

していることが求められる。 

   検討・施行過程も含めて京都の「情報発信」にしつらえること 

   新京都館への期待を高めるとともに，連携する民間事業者の参画意欲を高めるため，平成２７

年度の情報発信機能・成果を引き継ぐほか，効果的な情報発信が可能なメディアとネットワーク

を有していることが求められる。 

   移転候補地の継続検討 

   平成２７年度中に検討を開始した移転候補地について，不動産事業者にネットワークを持ち，

働きかける力を有していること，また，首都圏の立地環境や開発状況などを把握しており，他の

候補地についても積極的に検討，提案することが求められる。 

 

11 その他 

特になし 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

 平成２８年度「食の拠点機能充実事業」委託業務 

 

２ 担当所属名 

 産業観光局中央卸売市場第一市場 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２８年４月１日 

（変更後）平成２８年９月１日 

 

４ 履行期間 

 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

 京都市下京区朱雀分木町８０番地 

 京都市中央卸売市場協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１３，３８８，０００円 

（変更後）１６，４４７，２００円 

 

７ 契約内容 

（１）食の拠点機能充実事業プロジェクトチームの運営 

（２）市民を対象とした事業の実施 

  ア 鍋まつり（１回） 

  イ 中央卸売市場市民感謝デー「食彩市」（９回） 

（３）中央卸売市場ホームページの作成・運営 

 

８ 随意契約の理由 

 中央卸売市場第一市場を「安全・安心な生鮮食料品の供給拠点」及び「京の食文化及び食育の 

拠点」と位置付け，市民に食に関する情報を発信し，生産者と消費者を繋げる活動や市場を開放 

し，本市場の役割や魅力を伝える取組を強化するためには，食品流通についての知識や経験，本 

市場に集まる食材についての知識が豊富であるとともに，本市場に出荷している生産者及び供給 

先である消費者の双方に精通しており，関係業界・機関との調整を円滑に行うことができること 

が求められる。より充実した事業を実施するために，これらの条件を満たすものに事業を委託す 

る必要がある。 

 また，委託契約を締結するに当たり，本市場についての知識及び関係機関・業界との調整能力 

を一般競争入札の際に判断することはできず，契約の内容及び性質が一般競争入札に適しないた 

め，随意契約とする。 

 



（変更契約の理由） 

   今後，京の食文化及び食育の拠点としての機能を更に高め，結果として生鮮食料品の 終消費 

  ひいては取引量の増加を図ることにより，市場の活性化を促進することを目的として，小売店利 

  用券の発行や本市場のホームページを作成するための費用を増額する委託内容に変更した。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

 同協会は，本市場の青果・水産の卸売業者，仲卸業者をはじめとする場内業者及び小売業者等 

の団体で構成される団体である。そのため，本市場をはじめ，卸売市場を取り巻く環境の知識や 

集まる食材についての知識が豊富な人材を広範囲に揃えることができ，本市場の役割や魅力，食 

材の入荷状況や価格の変動等の独自の情報を市民へ発信することが可能である。また，同協会の 

構成団体である卸売業者が出荷元である生産者と密接な関係を持っていること，同じく構成団体 

である仲卸業者及び小売業者が日々の業務に中で消費者のニーズを把握していることから，生産 

者及び消費者双方に深く精通しており，目的に沿った円滑な事業実施ができる。 

 さらに，同協会の規約では「京都市中央卸売市場第一市場における生鮮流通環境の様々な変化 

に対応しつつ，京の食文化の発展に資すること。そのために，会員各々が緊密な連携と協調の下 

に活動を行い，業務運営の円滑化を図ること」と明記しており，これは本事業の趣旨と一致し， 

本市が目指す方向性と同じである。 

 本事業の実施に当たっては，市場内の卸売業者，仲卸業者及び小売業者等の団体の協力が不可 

欠であり，すべてを統括しているものは，同協会だけであるため，京都市中央卸売市場協会に事 

業を委託した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

 京の食文化ミュージアム・あじわい館運営委託業務 

 

２ 担当所属名 

 産業観光局中央卸売市場第一市場 

 

３ 契約締結日 

 平成２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

 平成２８年４月１日から平成２９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姉小路下る場之町５９２番地 メディナ烏丸御池４階 

 株式会社リーフ・パブリケーションズ 

 

６ 契約金額（税込み） 

 ３０，９８８，２２４円 

 

７ 契約内容 

   市民及び観光客等に京都の食文化や食材に接する機会を提供し，市場に対する理解を深めてい

ただくことを目的とした，「京の食文化ミュージアム・あじわい館」を設置しており，その企画や

運営のための業務を行う。 

  （業務内容） 

項目 業務内容 

料理教室事業 ・料理教室の企画，運営（年間１００回程度） 

・協力団体等との調整 

・概算費の算出，収益面の検討 等 

講演会事業 ・講演会等の企画，運営（年間１０回程度） 

・協力団体等との調整 

・概算費の算出，収益面の検討 等 

小学校出前板さん

事業 

・小学校向けの料理教室の企画，運営 

 （魚料理教室５回程度，野菜料理教室５回程度） 

展示事業 ・展示基本計画の策定 

・展示内容の企画，運営 

・だしの飲み比べ等の体験事業等の企画，実施 

・地域商品の展示，販売に係る企画，実施 

・協力団体等との調整 

・概算費の算出，収益面の検討 等 



イベント関係 ・試食会や体験会の企画，実施 

・健康長寿，日本型食生活に関する PR 事業の企画，実施 

・協力団体等との調整 

・概算費の算出，収益面の検討 等 

市場見学事業 

 

・あじわい館見学と連携した市場見学会の企画，実施 

 （市民向け，学校向け，観光客向け等） 

・協力団体等との調整 

・概算費の算出，収益面の検討 等 

子ども市場見学会 ・あじわい館見学と連携した子ども市場見学会の企画，実施 
・協力団体等との調整 

・概算費の算出，収益面の検討 等 

あじわい館メール

会員事業 

・あじわい館メール会員制度の運営 

・あじわい館メール会員への事業の案内等のメールマガジン，フ

 ェイスブック等での情報発信 

食の海援隊・陸援

隊会員事業 

・食の海援隊・陸援隊会員制度の運営 

・会員募集に係る事務 

・会員向け会報の企画，作成，発送（年５回発行程度） 

・会員向け事業の企画，実施 

あじわい館事務局 ・事務局運営 

・あじわい館運営委員会及び企画運営会議の開催補助 

・関係団体との協議，資料作成及び会議への出席 等 

あじわい館及びあ

じわい館事業の

PR 

・PR グッズの作成 

・広報物の作成 

・広報活動の実施 等 

京都産農林水産物

に関する魅力発信

事業 

・京都産農林水産物及び加工品，市場関連商品の販売に関する企

 画，運営 

・京都産農林水産物に関する PR 事業(関連グッズ販売の企画等) 

食育に関する事業 ・京都産農林水産物や市場の食材を活かした食育事業の企画・運

 営 等 

成果物の作成・提

出 

・事業報告書冊子 ５部 

・収支決算報告書 ５部 

・上記報告書の CD-R 等によるデータ 

・その他発注者が必要とする書類等 

その他 ・運営計画策定業務 

・施設運営体制，施設維持管理，展示又は調理実習室設備管理等

・運営規定の検討（調理実習室使用，料理教室運営等） 

・集客方策の検討，集客予測シュミレーション，又はそれに伴う

 経費支出シュミレーションの検討 

・市場の実施事業との連携（食彩市，鍋まつり等） 

・調理実習室，試食室の有効利用の検討 

・調理実習室，試食室の貸出における事務 

・調理実習室，試飲室の貸出使用料における公金収納事務及び使



 用料徴収にかかる納付書の発行事務等 

・貴社独自のアイデア，集客方策，増収策 

・その他目的を達成するために必要な事業の企画 

 

８ 随意契約の理由 

 運営の委託に関しては，価格以外に，京の食文化に精通しておりその普及啓発を行える能力， 

京都市中央市場に関する知識と理解，あじわい館の運営協力組合・団体や料理教室の講師等との 

ネットワークを有し円滑な調整・事業運営を行える能力，市場活性化の取組みについての知識の 

深度などを考慮する必要があるため，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た。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

 上記８のとおり，プロポーザルを行い委託先を選定した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

 「中央卸売市場・小売店つながりプロジェクト」企画，運営補助業務 

 

２ 担当所属名 

 産業観光局中央卸売市場第一市場 

 

３ 契約締結日 

 平成２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

 京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町２５６番地 

 株式会社 関広 

 

６ 契約金額（税込み） 

 ５，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

   「京都市中央卸売市場第一市場マスタープラン（改訂版）」において，「強い市場をつくる」と

いう将来ビジョンの実現に向け，市場のＰＲと情報発信の推進や小売業者等との連携強化を実施

し，取扱数量の増加を目指し，平成２４年度から，本市場の食材が新鮮で「安全・安心」である

ことをＰＲするため「中央卸売市場・小売店つながりプロジェクト」を実施している。 

   平成２８年度においても引き続き，新京都市中央市場マスタープランに基づき，市場を経由す

る食材の安全・安心をＰＲし，消費拡大を図り，取扱数量の増加を図っていく。 

 

８ 随意契約の理由 

 「中央卸売市場・小売店つながりプロジェクト」企画，運営補助業務に当たっては，価格以外 

にブランディングに精通しており，卸売市場に関する理解，商店街，大学等の事業連携候補との 

円滑な調整力とりわけ市場活性化の取組についての知識の深度などを考慮する必要があるため， 

競争入札により価格のみで業者を決定することに適さないことから，随意契約とする。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

 本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， 高得点者となった株式会 

社関広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（花屋町駐車場他５箇所）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 

 

３ 契約締結日 

 平成２８年４月２８日 

 

４ 履行期間 

 平成２８年５月９日から平成３０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） 

 ２６１，５８６，８００円 

 

７ 契約内容 

   京都市中央卸売市場第一市場（花屋町駐車場他５箇所）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 

   本件の委託に当たっては，本市の埋蔵文化財の特性及び歴史に関する専門的な知識が必要であ 

  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とする者に必要な条件としている。 

   条件①に該当者（本市文化市民局文化財保護課の確認による）である３者全員に対し，条件② 

  及び③について意向確認を実施したところ，すべての条件を満たす者が受託者のみであったこと 

  から随意契約とする。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

 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２８年度京都市中央市場施設整備基本計画推進支援及び業務継続計画等検討支援業務 
 

２ 担当所属名 

 産業観光局中央卸売市場第一市場 

 

３ 契約締結日 

 平成２８年５月２日 

 

４ 履行期間 

 平成２８年５月２日から平成２９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） 

 ２４，９４８，０００円 

 

７ 契約内容 

   「京都市中央市場施設整備基本計画」に沿って，平成２８年度は，水産棟改修の基本設計を中 

  心に各種課題に対して具体的な検討を実施することとしている。場内事業者のニーズを十分に考 

  慮しながら，基本計画に掲げる施設整備の方向性の具体化方策を検討し，水産棟の改修設計に反 

  映させるとともに，施設整備全体の着実な進捗を目指して，基本計画の推進を総合的に支援する 

  ことを目的に業務委託を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

   本業務を遂行するに当たっては，京都市中央卸売市場第一市場施設整備基本構想（平成２６年 

  ３月策定）策定時から平成２７年度末までに至る場内事業者との協議及び施設整備の方向性の検 

  討等に係る経過を把握すること，さらには，協議の場への参加等を通じた場内事業者との関係性 

  を構築することが強く求められ，主として価格以外の要素に基づき契約相手を選定する必要があ 

  る。 

   これまで，基本構想策定業務（平成２５年度），基本計画策定業（平成２６年度），基本計画推 

  進業務（平成２７年度）について，公募型プロポーザルによる受託業者の選定を行ってきたが， 

  いずれの業務も同一の団体が受託しており，前段の記載する能力及び経験等を有する団体が他に 

  存在しないため，随意契約とする。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 



 

10 契約の相手方の選定理由 

   本業務の委託先である三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社は，基本構想策定業務， 

  基本計画策定業務，基本計画推進業務の受託者として，これまで計６０回を超える場内会議の企 

  画・運営に携わり，同会議への出席を通じて場内事業者と開設者間の調整役を担うなど基本計画 

  の円滑な推進に寄与する大きな役割を果たしてきた。 

   また，同社は，平成２８年度から平成３７年度までの経営展望である京都市中央卸売市場第一 

  市場マスタープラン（平成２８年３月策定）の策定にも携わっており，ハードとソフトの両面か 

  ら，本市場が目指すべき将来像の形成と推進に係る理解も十分である。 

   これらのことから，同社は，本市場における施設整備に関するこれまでの動向，求められる機 

  能の維持・向上に資する専門的知識，さらには，基本計画を円滑に推進する上で必要となる場内 

  事業者との強い関係性を有する唯一の団体であると認められるため，三菱ＵＦＪリサーチ＆コン 

  サルティング株式会社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 

 京都市下京区朱雀堂ノ口町１０番３２ほかに係る土地調査，地図訂正及び地積更正等登記 

 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 

 

３ 契約締結日 

 平成２８年７月２７日 

 

４ 履行期間 

 平成２８年７月２７日から平成２９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 

 公益財団法人 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） 

 ７，７８６，８００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，敷地境界が画定できていな 

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

  合わせ，必要な箇所の境界画定等を行う。 

   また，市場敷地のうち，国から払下げを受けているものの，京都市名義になっていない（内務 

  省名義又は日本国有鉄道名義になっている。）など，登記の変更が必要な箇所が見つかっており， 

  登記変更等を行う必要がある。 

   以上により，登記変更等の業務委託を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

   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， 

  土地家屋調査士法第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。 

   また，土地家屋調査士を営む個人に委託した場合には，事故等により業務の遂行に支障をきた 

  す恐れがあるが，本協会は多数の土地家屋調査士が所属しているため，安全な業務の遂行が可能 

  である。 



   なお，報酬単価は京都府下で統一して定められているため，価格競争性はない。 

   以上のことから，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に業務委託する。 

 

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

 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一市場整備工事 

  ただし，ゴミ集積所電気設備工事 

 

２ 担当所属名 

 産業観光局中央卸売市場第一市場 

 

３ 契約締結日 

 平成２８年６月３日 

 

４ 履行期間 

 着工命令の日から４箇月以内 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

 京都市北区上賀茂薮田町５５番地ノ４ 

 大島電気工事株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

 ２，８４０，４００円 

 

７ 契約内容 

 中央卸売市場第一市場整備に伴い，ゴミ集積所の電気設備工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

   都市計画局公共建築部公共建築建設課において設計金額を積算し，契約課により平成２８年５ 

  月２５日に一般競争入札の開札を行い１３社が入札に参加していたが，２社が書類不備，１０社 

  が 低制限価格を下回ったため不成立となったため，随意契約を行った。なお，１社については， 

  入札時に設定した要件を満たしておらず，失格となった。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

   入札に参加した１２社に受託の意思があるか確認を行い，意思表明をした９社に見積りを依頼 

  したところ，大島電気工事株式会社の見積額が 低価格であったため，同社と契約した。 

 

11 その他 

 





















随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

 京都市中央卸売市場第一市場施設整備工事 

  ただし，青果北荷捌き場棟建築主体その他工事 

 

２ 担当所属名 

 産業観光局中央卸売市場第一市場 

 

３ 契約締結日 

 平成２８年８月１２日 

 

４ 履行期間 

 契約の日の翌日から平成２９年３月２４日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

 京都市左京区岡崎円勝寺町８５番地の４ 

 株式会社 岡野組 

 

６ 契約金額（税込み） 

 ３３４，８００，０００円 

 

７ 契約内容 

 中央卸売市場第一市場整備に伴い，青果北荷捌き場棟の新築を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

   都市計画局公共建築部公共建築建設課において設計金額を算出し，契約課により平成２８年７ 

  月２１日に一般競争入札の開札を行ったが，応札者が無かったため不成立となったため，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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

   平成２８年度京都市競争入札参加有資格者の内，建築工事Ａランクに登録されている全入札参 

  加有資格者に受注の意思があるか確認を行い，受注の意思表明をした４社に見積りを依頼したと 

  ころ，株式会社岡野組が見積条件の中で 安値であったため，同社と契約した。 

 

11 その他 

 



















随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２８年度京都市勧業館常設展示場（京都伝統産業ふれあい館）運営委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局商工部伝統産業課 

 

３ 契約締結日 

  平成２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区岡崎成勝寺町９番地の１京都市勧業館内 

公益財団法人京都伝統産業交流センター 
 

６ 契約金額（税込み） 

２５，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

 （１）京都の伝統産業製品の展示及び紹介・解説業務に関すること 

（２）ギャラリーの展示及びイベントルームの催事等に関すること 

（３）京都の伝統産業の普及啓発（体験等）に関すること 

（４）京都の伝統産業製品の提供事業に関すること 

（５）図書室の運営に関すること 

（６）広報宣伝及び広聴に関すること 

（７）前各号に掲げるもののほか，ふれあい館業務に関し，甲及び乙が必要と認める事項 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都伝統産業ふれあい館は，京都の伝統産業製品を一堂に集め，市民や観光客にその魅力を

発信する伝統産業の拠点施設である。 

京都伝統産業ふれあい館の運営については，伝統産業に対する深い理解，伝統産業振興事業

の実施経験のほか，伝統産業の関係業界とのネットワークを活用し事業の遂行を行う必要性が

あり，また，ネットワークの活用によって効果的・効率的な事業の遂行が見込まれるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

 



10 契約の相手方の選定理由 

公益財団法人京都伝統産業交流センターは，京都の伝統産業関連７４団体を構成員とする，

京都で唯一の業種横断的な組織であり，京都伝統産業ふれあい館設立当初から運営を行うなど，

伝統産業に対する幅広い知識や展示・広報などのノウハウを有しているため。 
 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「京もの海外進出支援事業」委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局商工部伝統産業課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９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る少将井町２４０番地 

京都商工会議所  

 

６ 契約金額（税込み） 

３２，８００，０００円 

 

７ 契約内容 

  海外展開を目指す京都の中小企業に対して，現地ニーズにマッチした新商品の企画・開発，

バイヤー向け展示商談会の開催や世界的見本市への出展，そのアフターフォローに至るまでの

一貫したサポートを行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本市及び京都商工会議所では，海外展開を目指す京都の中小企業に対して，現地ニーズにマ

ッチした新商品の企画・開発から，バイヤー向け展示商談会や世界的見本市への出展，そのア

フターフォローに至るまでの一貫したサポートを行う「京都ブランド海外市場開拓事業」を，

両者が一体となり平成２５年度から実施してきた。 

本事業は，上述の事業をより発展させ，平成２７年度からパリ市と連携した現地プロモーシ

ョンや営業支援を更に強力にした「京もの海外進出支援事業」として実施しているものである。

委託先については，以下の要件を満たす必要がある。 

① 伝統産業事業者のみならず，京都市内のものづくり事業者との公平かつ強いネットワー

クを有すること。また，それらの事業者に対して，広く情報発信できる能力を有すること。 

② 現地ニーズの情報収集，新商品の開発や，展示商談会の実施，見本市への出展，商談サ

ポートのすべてを遂行する能力とネットワークを有すること。 

③ 世界各国のバイヤーとの商談機会の獲得を目指し，フランスのパリで開催される世界

高峰のデザイン関連見本市である「メゾン・エ・オブジェ」に出展するために，同見本市主催

者と接触する手段を有すること。また，既に良好な信頼関係を築いていること。 

④ 国の関係機関等と迅速かつ対等なやりとりができること。また，その実績を有すること。 



⑤ 京都の経済界からの要望等について意見集約を行い，事業内容に反映すること。 

 

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

「８ 随意契約の理由」に掲げる要件を全て満たす者は，京都商工会議所以外に存在しない

ため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

次期京都市伝統産業活性化推進計画(仮称)策定業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局商工部伝統産業課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年４月２５日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月２５日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区虎ノ門５－１１－２オランダヒルズ森タワー 

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） 

６，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

(1) 京都市伝統産業活性化推進審議会及び同計画策定部会の運営補助 

(2) 伝統産業に関連する各種団体等へのアンケート・ヒアリング調査 

(3) パブリックコメントに係る補助 

(4) 新計画の策定の補助 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該業務の委託先の選定に当たっては，業者の能力や技術はもとより，計画策定の経験に基づく

ノウハウ等により履行内容に顕著な差異が現れるものと考えられ，また，価格以外に伝統産業振興

施策に関する理解や知識の深度などを考慮する必要があることが考えられるため，契約の内容及び

性質が競争入札に適さないため。 

また，本業務は平成２７年度に実施した「次期京都市伝統産業活性化推進計画（仮称）事前調査

検討業務（以下，同業務。公募型プロポーザルにより委託事業者を選定。）」により得た調査結果，

知識，ノウハウ等をもとに，更なる調査を実施するとともに計画を策定するものであるため，同業

務と本業務は密接である。今回の業務の目的を達成するに当たって必要な能力や知識等を満たして

いるのは同業務を担当した同社のみであるため，同社との随意契約により委託する。 

 

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 



10 契約の相手方の選定理由 

８ 随意契約の理由 参照 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市中小企業海外展開支援事業に係る委託 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日 から 平成２９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南町１３４番地 

公益財団法人京都高度技術研究所 

６ 契約金額（税込み） 

￥６，６８０，０００円 

 

７ 契約内容 

（１）海外展開支援窓口の設置 

（２）海外展開支援コーディネータによる支援活動 

 

８ 随意契約の理由 

委託業務については，海外の経済情勢や市場動向に精通するとともに，海外商社とのネットワー

クを有し，中小企業の目線で海外展開の支援を行えるコーディネータを確保できること及び中小企

業の経営支援や成長支援に関する豊富な経験，実績等に基づくノウハウ等により履行内容に顕著な

差異が現れる。従って，前述のような人材確保や経営支援の実績等，価格以外の要素に基づき契約

の相手方を選定する必要があり，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号及び京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドラインにおける随意契約を行うことができ

る場合の基準２（１）の規定により随意契約を締結する。 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

10 契約の相手方の選定理由 

本事業は中小企業の経営力向上の支援に留まらず，中小企業の成長支援を通じて京都経済の発展

につながるという高い公益性を追求するものであり，公益財団法人京都高度技術研究所の設置理念

に極めて合致している。 

また，同財団は，業務遂行能力について，以下の ～ の点で高い優位性を有している。 

    経営支援，産学連携など高い専門性を有するコーディネータが在籍しており，そのネッ

トワークを活かして当該業務を遂行するに相応しい海外展開支援コーディネータを確保する



ことが可能である。また，コーディネータの能力を 大限に発揮させるための高い指導・管

理能力を有しているとともに，コーディネータ同士の連携により，より高い支援効果が期待

できる。 

   京都市で全国に先駆けて実施しているＡランク認定制度，オスカー認定制度を運用し，ベ

ンチャー企業の発掘や中小企業の経営革新の支援など中小企業の経営支援や成長支援の豊富

な経験とノウハウを有している。 

   京都市地域プラットホーム事業の中核的役割を担っており，産学公連携の枠組みを通じて

支援機関の強固なネットワークを構築し，それを活用した支援を行っている。 

 以上のことから，同財団は本事業を遂行するうえで不可欠な能力を有する唯一の機関であり，

本事業の委託先としてふさわしいことから契約を締結する。 

 

11 その他 

特になし 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

京都高度技術研究所ビル建築設備総合管理契約 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区中堂寺南町１３４番地 

  京都リサーチパーク株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

金４４，４３１，８７２円 

 

７ 契約内容 

（１） 電気設備，空調設備，給排水衛生設備等の運転保守管理 

 （２） 電気工作物等の工事，維持及び運用に関する保安監督並びに保安のための監視，点検 

及び検査 

 （３） 防犯管理 

 （４） 防災管理 

 （５） 照明制御 

 （６） エレベーターの監視，制御 

 （７） 放送映像の再送信 

 （８） 一般ゴミ及び廃棄物の処理 

（９） 設備に関する非常措置 

（10）建築物及び建築設備の法定定期調査 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は，京都リサーチパーク地区にある京都高度技術研究所ビルの建築設備総合管理業務の実

施を行うものである。 

京都リサーチパーク地区においては，京都リサーチパーク株式会社が設備等を一括管理しており，

エレベーター，空調，電子錠の遠隔監視・操作をはじめ，京都高度技術研究所ビルの機械設備，情

報システム等も連接して管理しているため，設備，システムの保守管理業者以外では責任区分が不

明確になるのみならず，障害発生時の原因究明・故障修理などの緊急時の対処も不可能であること

から，京都リサーチパーク株式会社しか契約の内容を履行できないため，当該業者に委託するもの

である。 

 

 

９ 根拠法令 



□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

ＰＣＢ廃棄物処分委託業務 

 

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９月２８日 

 

４ 履行期間 

平成２８年９月２８日 から 平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

福岡県北九州市若松区響町一丁目６２番２４ 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，２４２，５１６円 

 

７ 契約内容 

蛍光灯安定器等の高濃度ＰＣＢ廃棄物の廃棄処理 

 

８ 随意契約の理由 

ＰＣＢ廃棄物は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によ

り期限内に確実かつ適正な処分等が義務付けられており，現在，環境省から高濃度ＰＣＢ廃棄

物の処理の許可を受け，国内で唯一処理可能な事業者は，国の全額出資により設立された中間

貯蔵・環境安全事業株式会社のみであるため。 
 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

特になし 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２８年度新事業創出型事業施設等活用推進事業（入居者支援人材配置）業務委託 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９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南町１３４番地 

公益財団法人京都高度技術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

２５，７８１，０００円 

 

７ 契約内容 

インキュベーション・マネージャーの配置（京大桂ベンチャープラザ（北館）及び（南館）：延べ

毎月２８日程度３名，クリエイション・コア京都御車：述べ毎月１２日程度１名）により，経営や

技術開発に関する支援，内外とのネットワークの構築の入居者支等の推進を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業の目的は，スタートアップ期にある大学の研究成果を事業化するベンチャー･中小企業を主

な支援対象とする「京大桂ベンチャープラザ（北館）」及び新たな事業展開を図ろうとする成長中期

以降の企業を主な支援対象とする「京大桂ベンチャープラザ（南館）」並びにライフサイエンス関連

産業の創出を図るための中小・ベンチャー企業を主な支援対象とする「クリエイション・コア京都

御車」の３施設の入居者に対し，専門的な立場から支援を行うことによってベンチャー・中小企業

の成長促進や大学発ベンチャーの創出及び育成に資することである。 

この点から，本事業については，本市産業振興施策を有効に活用しつつ入居者支援を行うことが

できるよう本市産業振興行政に関する広範な知識が必要であることはもとより，経営面・技術面な

ど総合的に入居者に支援を行うことのできる人材の確保が不可欠であることから，市内におけるイ

ンキュベーション事業における豊富な経験を持つこと，市内の多くの中小・ベンチャー企業を支援

するなど入居者の信頼を得られる実績を持つ事業者であること，市内の大学，金融機関や産業支援

機関をはじめとする関係機関との緊密なネットワークを有することなどが必要となる。 

さらに，「京大桂ベンチャープラザ（北館）」及び「京大桂ベンチャープラザ（南館）」については，

京都大学桂キャンパスの隣接地に立地していることから，京都大学との連携を望む入居者も多いた

め，特に京都大学とのネットワークを持つ事業者であることが求められ，「クリエイション・コア京



都御車」については，ウエルネス分野において新たな事業展開を図ろうとするベンチャー・中小企

業を支援するインキュベーション施設であることから，健康・福祉分野における産学連携の実績を

持つ事業者であることが求められる。 

これら条件を兼ね備える事業者は市内には公益財団法人京都高度技術研究所しか存在せず，京都

市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン２－ －ウに該当し，競争入札には適さないため，地

方自治法施行令１６７条の２第１項第２号の規定により，公益財団法人京都高度技術研究所と随意

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

委託先である公益財団法人京都高度技術研究所は，本市が出捐して設立した財団法人であり，「中

小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく新事業支援体制の中核的支援機関として認

定されるとともに，設立当初から本市の重要産業政策に関与し，京都の産業科学技術振興に貢献し

ている。また，同財団は，本市が支援を行っていたベンチャービジネス・インキュベーション・ラ

ボラトリー（ＶＩＬ）をはじめ，創業支援工場（ＶＩＦ），京都市成長産業創造センターの管理運営

を行うなど，インキュベーション事業の実績やベンチャー企業に対する支援に関する長年にわたる

実績がある。 

また，同財団は，社内ベンチャーの設立実績や，全国の公設試験場との緊密なネットワークを持

ち，経営面・技術面においてインキュベーションの入居者に適切な助言を行うことができる人材を

有しており，かつ，これらの人材が，新事業創出支援部や産学連携事業部のコーディネータ及び新

技術エージェント等と緊密な連携を容易に図ることができるなど，インキュベーション・マネージ

ャーとして活動するための能力やネットワークを有用に生かすことができる体制を有している。 

しかも，同財団は，京都大学桂キャンパスの隣接地に立地する京都大学イノベーションプラザに

おいて，京都大学大学院工学研究科附属学術支援センターと連携し，産学連携コーディネータを配

置して技術シーズとニーズのマッチングを行う等，産学公連携による新技術移転・研究開発等の促

進支援，産学公連携コーディネータ並びにプロジェクト・マネージャー等を配置し，京都大学を中

心とする医学・工学・薬学の融合分野における産学公連携支援，地域企業のバイオビジネスを支援

するための産業支援プロジェクト「京都バイオ産業創出支援プロジェクト」の事務局を担い，企業

と大学の研究開発ネットワークを形成し，シーズ発掘，新商品開発，情報提供，販路開拓支援など，

京都大学と非常に緊密なネットワークを構築しているとともに健康・福祉分野における産学連携の

実績を持っている。 

以上のことから，豊富な経験と多くのベンチャー企業を支援してきた実績を持つとともに，京都

大学をはじめとする大学や全国の公設試験場との緊密なネットワークを有し，地域資源の活用や国

の競争的資金の獲得や活用に係る情報収集を行い，入居者に適切な助言を与え得る人材が，入居者

支援に係る経営面・技術面におけるネットワークを有用に生かすことができる体制を有する事業者

として，公益財団法人京都高度技術研究所は適切である。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都大学イノベーションプラザを拠点とした地域科学振興事業に関する業務委託 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９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南町１３４番地 

公益財団法人京都高度技術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

２０，８００，０００円 

 

７ 契約内容 

コーディネーターの配置（延べ週１０日勤務 以上）により，産学連携による研究開発の促進，

産学交流の促進，情報発信，広域コーディネート活動の推進を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業の目的は，京都地域における科学技術振興及び新産業創出に向け，京都大学イノベーショ

ンプラザを拠点として京都大学と連携し，コーディネーターを配置して技術シーズとニーズのマッ

チングを行う等，産学公連携による新技術移転や地域の優れた研究成果の事業化促進等に取り組む

ものである。 

本事業の実施にあたっては，産学公連携に関する豊富な経験や実績，本市産業振興行政に関する

広範な知識のほか，市内の関連企業や大学，他の産業支援機関等とのネットワークを有し，そのネ

ットワークを活用して京都市域の産業科学技術振興を図っていくことが求められる。 

従って，本事業の委託業者の選定に当たっては，これらの実績やノウハウの有無により履行内容

に顕著な差異が生じるものと考えられることから，本事業については性質又は目的が競争入札に適

さず，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ことが適当である。このため，京都

市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン２－ －ウに該当し，競争入札には適さないため，地

方自治法施行令１６７条の２第１項第２号の規定に基づき，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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 



 

10 契約の相手方の選定理由 

公益財団法人京都高度技術研究所は，本市が出捐して設立した公益財団法人であり，ソフトウエ

ア，メカトロニクス，情報技術，環境，ライフサイエンス及びナノテクノロジー等の先端科学技術

及び関連する科学技術の諸分野に関する研究，開発，調査等を行い，その進歩発展と地元産業への

技術移転を図り，もって科学技術の振興と地域社会の発展に寄与している財団である。 

当財団は，知的クラスター創成事業及び地域結集型共同研究事業の中核機関を担い，本市が取組

を進める主要な産学公連携プロジェクトの研究開発に関する豊富な経験と実績や本市産業振興行政

に関する広範な知識を持つ。また，当財団はこれらの産学公連携プロジェクトの推進を通じて，大

学や企業の研究者との豊富なネットワークも構築している。 

以上のことから，同財団は本事業の実施に当たって求められる産学公連携に関する豊富な経験や

実績，本市産業振興行政に関する広範な知識のほか，市内の関連企業や大学，他の産業支援機関等

とのネットワークを有することの条件を満たし，かつ京都市内でこれらの条件を満たす唯一の機関

である。よって，本事業を同財団に委託した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都型グローバル・ニッチ・トップ企業創出支援事業に関する業務委託 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９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南町134番地 

公益財団法人京都高度技術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１７，８００，０００円 

 

７ 契約内容 

次代の京都経済を担う新たなグローバル・ニッチ・トップ企業の創出をめざし，地方独立行政法

人京都市産業技術研究所と連携して，支援対象企業の選定，支援策の検討等を行うとともに，コー

ディネーターの配置により，支援対象企業に応じた適切な支援を実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，京都市ベンチャー企業目利き委員会Ａランク認定や，オスカー認定，知恵創出“目の

輝き”認定など，様々な認定制度を通じて発掘してきた有望なベンチャー・中小企業に対して，経

営面，技術面の両面から支援企業の海外展開に係る課題を分析し，適切な支援策を検討・展開する

とともに，コーディネータを配置し海外市場で求められる製品開発を支援することにより，次代の

京都経済を担う新たなグローバル・ニッチ・トップ企業への成長を加速させることを目的としてい

る。 

このため，本事業の実施に当たっては，企業の国際競争力向上に関する専門的な知識が必要であ

ることはもとより，本市産業振興行政，中でも中小・ベンチャー企業支援についての広範な知識の

ほか，海外市場に精通し，製品技術開発や販路開拓の分野において専門の人材・機関や企業とのネ

ットワークを有し，そのネットワークを活用して企業支援を図っていくことが求められる。 

従って，本事業の委託業者の選定に当たっては，これらの実績やノウハウの有無により履行内容

に顕著な差異が生じるものと考えられることから，本事業については性質又は目的が競争入札に適

さず，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 ２（１）ウ）の規定に基づき，随意契約を締結するものである。 

 



９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

委託先である公益財団法人京都高度技術研究所は，本市が出捐して設立した公益財団法人であり，

本市の産業振興における中核的支援機関として，創業間もないベンチャー企業から成熟した中小企

業までを対象とした，経営・販路開拓相談から研究開発支援，事業展開可能性調査支援まで総合的

な産業支援施策を展開し，幅広い支援実績を有する団体である。中でも同財団は，本市の重要な産

業振興事業である「中小企業パワーアッププロジェクト」や「未来創造型企業支援プロジェクト」

の実施機関として，オスカー認定企業やAランク認定企業を対象に，研究開発に関する補助や支援，

展示会出展セミナーの開催から国内外での展示会出展に至るまで様々な支援を実施してきただけで

なく，海外のビジネス事情に通じた商社出身者をはじめ，金融機関，大手電機メーカー，大手イン

フラ企業，中小企業診断士等，様々なバックグラウンドを持つコーディネータを抱え，中小・ベン

チャー企業のあらゆる経営相談に対応してきた。 

また本事業では，経営面，技術面の両面から支援対象企業に対して海外市場ニーズに応じた技術・

製品開発を支援するものであり，長年にわたり技術面から地域の中小企業の支援を行ってきた地方

独立行政法人京都市産業技術研究所等，技術面の支援を行う機関との連携が重要であるが，同財団

はこれまで京都環境ナノクラスターにおいて中核機関を担うなど，さまざまな専門機関や大学，企

業との連携を取りまとめ，事業を円滑に運営してきた実績がある。 

このため，同財団は本事業の実施に当たって求められる，経営全般に関する広い知識，本市産業

振興行政に関する広範な知識，海外展開や製品技術開発に有用なネットワーク及びそのネットワー

クを活用して企業支援を行うノウハウを有することのすべての条件を満たし，かつ京都市内でこれ

らの条件を満たす唯一の機関である。よって，本事業は同財団のみが実施可能である。 

（京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン ２（１）ウ該当） 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

新たな産業用地の創出に向けた調査業務委託 

 

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5月10日 

 

４ 履行期間 

平成28年5月11日から平成29年3月24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） 

９，３９６，０００円 

 

７ 契約内容 

新たな産業用地を創出するため，以下の内容を実施する。 

(１) 重点地区（久我の工業専用地域）の調査，分析，整備手法の検討 

(２) 市内全域を対象とした産業用地候補先（４箇所以上）の調査，分析，整備手法の検討 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

調査の実施に当たっては，受託者の経験，能力が成果物に与える影響が大きく，価格以外に都市 

計画等に関する理解や専門知識の深度を考慮する必要があるため，競争入札により価格のみで業者

を決定することに適さないため，随意契約とする。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本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，業務の遂行方法等に関する 

企画提案書の提出を求め，受託候補者選定に係る会議において審査のうえ， 良な企画提案書を提

出した事業者を契約の相手方とする公募型プロポーザル方式を採用した。審査の結果，株式会社サ

ンワコン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 

「ライフイノベーション創出支援事業」に関する業務 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区中堂寺南町１３４番地 

公益財団法人京都高度技術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

４０，２２８，０００円 

 

７ 契約内容 

(1) 医工薬産学公連携支援事業業務 

ア 産学公連携に携わるコーディネータ等の配置 

イ 産学公連携コーディネーション活動の実施 

ウ 医工薬連携シンポジウムの企画及び運営 

エ 研究会の企画及び運営・プロジェクトメーキング 

オ 医療産業振興に係る情報発信 など 

(2) 京都発革新的医療技術研究開発助成事業業務 

ア 査読委員の委嘱 

イ 公募 

ウ 応募案件に係る査読委員による審査事務及び審査委員会開催事務 

エ 申請者との連絡調整及びフォロー 

オ 制度企画立案 

カ サロン開催事務 

キ 助成事業完了報告書の受領，確認事務 など 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，２本柱に沿って進める。１点目は，バイオ産業を大きな柱とする産業政策・都市戦略

として策定した「京都バイオシティ構想」の成果及び「京都市ライフイノベーション推進戦略」の

取組を，京都地域における医療産業振興に結び付け，京都大学医学部附属病院（医療現場）の医療

ニーズと京都大学工学部・薬学部等や企業の有する技術シーズをコーディネートするとともに，医



療機器・医薬品の実用化に向けた 新情報や有益な情報を提供するシンポジウムや研究会を開催す

る産学公連携支援活動を展開する。 

２点目は，市内の大学研究者及び中小・ベンチャー企業を対象に，革新的な医療技術に関する研

究開発活動に分野開拓の奨励的助成を実施する京都発革新的医療技術研究開発助成事業を実施す

る。 

本事業の実施に当たっては，医学・工学・薬学の分野に関する広い知識が必要であることはもと

より，本市産業振興行政に関する広範な知識のほか，市内の研究開発型企業や大学研究者とのネッ

トワークを有し，そのネットワークを活用して，京都地域の医療産業の振興を図っていくことが求

められる。 

従って，本事業の委託業者の選定に当たっては，これらの実績やノウハウの有無により履行内容

に顕著な差異が生じるものと考えられることから，本事業については性質又は目的が競争入札に適

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，随意契約を締結するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

公益財団法人京都高度技術研究所は，ソフトウェア技術，メカトロニクス技術のほか，ライフサ

イエンス，情報技術，環境技術，ナノテクノロジー等の先端科学技術及び関連する科学技術の諸分

野に関する研究，開発，調査等を行い，その進歩発展と地元産業への技術移転を図り，もって科学

技術の振興と地域社会の発展に寄与している。 

同財団は，平成１５年度から「京都バイオシティ構想」の推進に関する業務を受託し，関連事業

の企画及び実施・運営や「京都バイオ産業技術フォーラム」の運営等に取り組んできた。平成１６

年度からは，国立研究開発法人科学技術振興機構の公募事業である地域結集型共同研究事業「ナノ

メディシン拠点形成の基盤技術開発」に中核機関（事務局）として参画してきた。また，平成２２

年度から実施した「医工薬産学公連携支援事業」や平成２３年度から実施した「京都発革新的医療

技術研究開発助成事業」の業務を受託し，これまで，本市の重要施策に関与し，豊富な経験や技能

等を有している。 

京都地域における医療産業の創出を一層図っていく本事業は，これまで培われた市内の研究開発

型企業や大学研究者とのネットワークを活用して，事業の遂行を行う必要性があるとともに，ネッ

トワークの活用によって効果的，効率的な事業の遂行が見込まれるものであり，本財団はこれらす

べての条件を有し，かつ京都市内でこれらの条件を満たす唯一の機関である。よって，本事業は同

財団のみが実施可能である。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「京都市ライフイノベ－ション推進戦略事業」に関する業務 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区中堂寺南町１３４番地 

公益財団法人京都高度技術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１７，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

(1) 同戦略における戦略統括担当等の設置 

(2) 同戦略を推進するための関連事業の企画，調査及び運営 

(3) 同戦略に係るシンポジウムの企画及び運営 

(4) 同戦略に係る有識者会議等の資料作成，運営補助 

(5) ライフサイエンス分野に関する情報発信 など 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，ライフサイエンス関連産業を大きな柱とする産業政策・都市戦略である「京都バイオ

シティ構想」の次期戦略として策定した「京都市ライフイノベーション推進戦略」を展開するため，

重点分野として掲げた「次世代医療分野」「健康・福祉・介護分野」「地場資源活性化分野」の３つ

の分野を中心に，中小企業をはじめとする地元企業とバイオテクノロジーを結び付けるためのシン

ポジウムの開催や大学研究者等との交流によってライフサイエンス関連産業の振興を図る事業であ

る。 

このため，本事業の実施に当たっては，ライフサイエンス関連産業に関する広い知識が必要であ

ることはもとより，本市産業振興行政に関する広範な知識のほか，市内のライフサイエンス関連企

業や大学研究者とのネットワークを有し，そのネットワークを活用して，ライフサイエンス関連産

業の振興を図っていくことが求められる。 

従って，本事業の委託業者の選定に当たっては，これらの実績やノウハウの有無により履行内容

に顕著な差異が生じるものと考えられることから，本事業については性質又は目的が競争入札に適

さず，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規程に基づき，随意契約を締結するもので



ある。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

公益財団法人京都高度技術研究所は，ライフサイエンス，ソフトウェア技術，メカトロニクス技

術のほか，情報技術，環境技術，ナノテクノロジー等の先端科学技術及び関連する科学技術の諸分

野に関する研究，開発，調査等を行い，その進歩発展と地元産業への技術移転を図り，もって科学

技術の振興と地域社会の発展に寄与している。 

同財団は，平成１５年度から「京都バイオシティ構想」の推進に関する業務を受託し，関連事業

の企画及び実施・運営や「京都バイオ産業技術フォーラム」の運営等に取り組んでいるほか，平成

１７年度からは，経済産業省の「広域的新事業支援ネットワーク拠点重点強化事業」を導入し，バ

イオ計測・分析分野を中心とした分科会活動等を通じ，京都地域のライフサイエンス関連企業を中

心に，マッチングコーディネートや技術評価・販路開拓支援による新規プロジェクト創出，事業化，

企業間ネットワーク構築に取り組んでおり，ライフサイエンス関連産業に関する広い知識と京都地

域のライフサイエンス関連企業とのネットワークを有している。 

また，同財団は，「京都バイオ産業技術フォーラム」，「広域的新事業支援ネットワーク拠点重点強

化事業」及び「知的クラスター創成事業」（京都ナノテク事業創成クラスター），「知的クラスター創

成事業（第Ⅱ期）」（京都環境ナノクラスター）等の活動によって，多くのライフサイエンス関連の

大学研究者とのネットワークを有している。 

更に，同財団は，本市が出捐する研究機関として，京都市地域プラットフォーム事業の事務局や

知的クラスター創成事業の中核機関などを受け持ち，これまで数々の本市重要施策に関与し，豊富

な経験，知識，技能，関係機関とのネットワーク等を有している。 

このため，同財団は本事業の実施に当たって求められる，ライフサイエンス関連産業に関する広

い知識，本市産業振興行政に関する広範な知識，市内のライフサイエンス関連企業や大学研究者と

のネットワーク及びそのネットワークを活用してライフサイエンス関連産業の振興を図るノウハウ

を有することのすべての条件を満たし，かつ京都市内でこれらの条件を満たす唯一の機関である。

よって，本事業は同財団のみが実施可能である。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「京都大学国際科学イノベーション拠点における産学公連携支援拠点事業」に関する業務 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区中堂寺南町１３４番地 

公益財団法人京都高度技術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

(1) 同事業における産学公連携コーディネーション活動の実施 

(2) 同事業の企画，調査及び運営 

(3) 同事業に係る京都大学との連絡・調整，情報収集，手続処理・書類作成 など 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，国内外の大学や研究機関，企業等，産学公が共同で事業化を目指す研究開発の推進等

を行うため，京都大学が設置する「国際科学イノベーション拠点」に参画し，地元企業の参画や実

証実験でのフィールド検討など，大学の研究現場に密着した活動を行うとともに，産学公連携によ

る研究開発及びその成果の事業化促進等を行うものである。 

本事業の実施に当たっては，当該拠点で取り組まれる医学・工学・薬学等の幅広い分野に関する

知識が必要であることはもとより，本市産業振興行政に関する広範な知識のほか，市内の研究開発

型企業や大学研究者とのネットワークを有し，そのネットワークを活用して，京都地域の医療産業

の振興を図っていくことが求められる。 

従って，本事業の委託業者の選定に当たっては，これらの実績やノウハウの有無により履行内容

に顕著な差異が生じるものと考えられることから，本事業については性質又は目的が競争入札に適

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，随意契約を締結するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 



 

10 契約の相手方の選定理由 

公益財団法人京都高度技術研究所は，ライフサイエンス，ソフトウェア技術，メカトロニクス技

術のほか，情報技術，環境技術，ナノテクノロジー等の先端科学技術及び関連する科学技術の諸分

野に関する研究，開発，調査等を行い，その進歩発展と地元産業への技術移転を図り，もって科学

技術の振興と地域社会の発展に寄与している。 

同財団は，平成１５年度から「京都バイオシティ構想」の推進に関する業務を受託し，関連事業

の企画及び実施・運営や「京都バイオ産業技術フォーラム」の運営等に取り組んできた。平成１６

年度からは，国立研究開発法人科学技術振興機構の公募事業である地域結集型共同研究事業「ナノ

メディシン拠点形成の基盤技術開発」に中核機関（事務局）として参画してきた。また，平成２２

年度から実施した「医工薬産学公連携支援事業」や平成２３年度から実施した「京都発革新的医療

技術研究開発助成事業」の業務を受託し，これまで，本市の重要施策に関与し，豊富な経験や技能

等を有している。 

産学公連携による研究開発及びその成果の事業化促進等を行う本事業は，これまで培われた市内

の研究開発型企業や大学研究者とのネットワークを活用して，事業の遂行を行う必要性があるとと

もに，ネットワークの活用によって効果的，効率的な事業の遂行が見込まれるものであり，本財団

はこれらすべての条件を有し，かつ京都市内でこれらの条件を満たす唯一の機関である。よって，

本事業は同財団のみが実施可能である。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「地域産学官共同研究拠点事業（バイオ計測プロジェクト）」に関する業務 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区中堂寺粟田町９１ 

地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

５５，３７８，０００円 

 

７ 契約内容 

(1) 同事業に係る調査及び過年度事業報告ならびに年度事業計画の作成 

(2) 同事業に係る日常管理事務（予算執行・管理，機器貸付，収納管理，機器故障対応，物品交換

対応等） 

(3) 高度研究機器を活用した研究開発への技術支援（機器使用方法の指導等） 

(4) 高度研究機器の利用促進及び普及活動（成果発表会・講演会・セミナー等の実施，視察・見学

対応，展示会出展等） 

(5) 高度研究機器を活用した人材育成事業（講習会，研修会の企画・実施） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，国立研究開発法人科学技術振興機構により京都地域に無償譲渡された高度研究機器を

京都リサーチパーク地区に配置し，これまで京都市が進めてきた「京都バイオシティ構想」の産学

公連携による成果及び「京都市ライフイノベーション推進戦略」における取組を地域イノベーショ

ンに結び付け，地域経済の活性化を図る事業である。 

このため，本事業の実施に当たっては，ライフサイエンス関連産業に関する広範かつ専門的な知

識が必要であることはもとより，本市産業振興行政，中でもライフサイエンス分野の産業戦略・都

市政策として策定した「京都市ライフイノベーション推進戦略」に関する広範な知識のほか，市内

のライフサイエンス関連企業や大学研究者とのネットワークを有し，そのネットワークを活用して，

ライフサイエンス関連産業の振興を図っていくことが求められる。 

従って，本事業の委託業者の選定に当たっては，これらの実績やノウハウの有無により履行内容

に顕著な差異が生じるものと考えられることから，本事業については性質又は目的が競争入札に適



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，随意契約を締結するものである。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

地方独立行政法人京都市産業技術研究所は，平成２６年４月をもって，本市から地方独立行政法

人へ移行し，地域産業の発展を促す試験分析，地域産業育成，技術支援指導等を担う公設試験研究

機関として，染織技術，繊維材料をはじめ，高分子，金属，窯業，表面処理，ライフサイエンス，

デザイン等幅広い分野の研究や技術支援等を実施し，地元産業への技術移転を図り，地域社会の発

展に寄与している。 

同法人は，これまで公益財団法人京都高度技術研究所が実施してきた地域産学官共同研究拠点事

業（バイオ計測プロジェクト）における補助業務を平成２６年度から受託し，高度研究機器の利用

促進及び普及活動，また高度研究機器を活用した研究開発及び人材育成事業等において，同種の高

度研究機器を管理してきた経験・技術的なノウハウ，研究機器を扱う技術者等の人的資源が豊富で

ある体制等を踏まえ，同事業に関わり，支援してきた実績がある。 

また，バイオ計測・分析分野を中心とした分科会活動等にも積極的に関与し，ライフサイエンス

関連企業及び大学を中心に，研究開発支援，技術の高度化，産学公等の共同研究支援，大学研究の

深化など，企業及び大学とのネットワーク構築に取り組んでおり，ライフサイエンス関連産業に関

する幅広い知識及び京都地域のライフサイエンス関連企業・大学とのネットワークを有している。 

更に，同法人は，平成２６年３月まで本市の機関として，市の重要施策に関与し，豊富な経験，

知識，技能，関係機関とのネットワーク等を有している。 

なお，これまで同事業は公益財団法人京都高度技術研究所が受託し実施してきたところであるが，

平成２８年３月末をもって，同事業を受託し実施してきたライフサイエンス事業部が廃止されたこ

とに伴い，平成２８年４月以降，同事業を実施する体制が取れなくなった。 

以上から，地方独立行政法人京都市産業技術研究所は本事業の実施に当たって求められる，ライ

フサイエンス関連産業に関する幅広い知識，本市産業振興行政に関する広範な知識，市内のライフ

サイエンス関連企業や大学研究者とのネットワーク及びそのネットワークを活用してライフサイエ

ンス関連産業の振興を図るノウハウを有することのすべての条件を満たし，かつ京都市内でこれら

の条件を満たす唯一の機関である。よって，本事業は同法人のみが実施可能である。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

地域産学官共同研究拠点事業（先端光加工プロジェクト）に関する業務 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市西京区御陵大原１－３９ 

次世代レーザープロセッシング技術研究組合 

 

６ 契約金額（税込み） 

３７，０３８，６００円 

 

７ 契約内容 

  国立研究開発法人科学技術振興機構により京都地域に配備された高度研究機器を活用し，桂イノ

ベーションパーク地区において実施する「地域産学官共同研究拠点事業（先端光加工プロジェクト）」

を推進するための業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，国立研究開発法人科学技術振興機構により京都地域に配備された高度研究機器のうち，

先端光加工技術に関する高度研究機器を桂イノベーションパーク地区に配置し，これまで京都市が

進めてきた「知的クラスター創成事業（第Ⅰ期）及び（第Ⅱ期）」の産学公連携による研究成果を中

小企業に移転し，地域イノベーションを創出することで，地域経済の活性化を図る事業である。本

事業の実施に当たっては，以下の条件が必要となる。 

①先端光加工技術に関する高度研究機器の利用支援，保守管理，人材育成等を行うため，先端光

加工技術に関する幅広く，専門的な知識を有する。 

②先端光加工技術に関する高度研究機器を活用した大学，企業等による共同研究の推進支援や，

高度研究機器の利用促進を図るため，市内外の加工関連企業や大学研究者とのネットワークを

有する。 

したがって，本業務は複数の条件を満たすことが必要であるものの，すべての条件を満たす者が

１者に特定されるため，性質又は目的が競争入札に適さないことから，「地方自治法施行令」第１６

７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 ウの規定に基

づき，随意契約を締結するものである。 

 



９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

次世代レーザープロセッシング技術研究組合は，京都大学大学院工学研究科平尾一之教授及び三

浦清貴教授の発起により，パナソニック株式会社，浜松ホトニクス株式会社，日本電気硝子株式会

社，日立造船株式会社が組合員となり設立された技術研究組合である。 

同組合は，様々な物質の物理的・化学的特性を物質の表面，内部を問わず三次元的に変化させる

ことが可能な超短パルスレーザーによる物質加工技術を基盤として，国際競争力を有するハイスル

ープット（大量処理）・超高速・高効率・低コストでの処理が可能な次世代レーザープロセッシング

技術の試験研究を実施することで，情報，環境，安全・安心，エネルギー等の広範な分野が抱える

技術的諸問題に対応可能な基盤技術の構築を図ることを目的としている。 

同組合では，「次世代レーザープロセッシング技術に関する試験研究」に関する技術開発において，

各組合員の得意とする技術・ノウハウを持っており，それらを相互補完することによって，効率的

かつ競争力を持った技術開発を可能としている。 また，各組合員はそれぞれの技術において関連す

る市内企業群と連携している。 

したがって，先端光加工技術に関する幅広く，専門的な知識を有することはもとより，市内外の

加工関連企業や大学研究者とのネットワークを活用し，先端光加工技術及び先端光加工産業の振興

を図るノウハウを有することから，同組合は，本事業の実施に当たって求められるすべての条件を

満たし，かつ京都市内でこれらの条件を満たす唯一の機関であるため，委託先として選定する。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成28年度京都市グリーン産業振興ビジョン推進事業 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９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南町１３４番地 

公益財団法人京都高度技術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

  「京都グリーンケミカル・ネットワーク」において，勉強会等を開催するとともに，会員企業へ

の個別支援によるプロジェクト形成を図る。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，平成26年5月に策定した「京都市グリーン産業振興ビジョン」に基づき，京都の強みを

大限に生かし，「化学技術」領域における産学公連携による研究開発を強化し，環境及びエネルギ

ー問題の解決に資するグリーン技術を確立し，その成果をもとに新事業創出を図ることを目的に設

立した「京都グリーンケミカル・ネットワーク」（以下「KGC-net」という。）において，勉強会等を

開催するとともに，会員企業への個別支援によるプロジェクト形成を図るものである。 

本業務の実施に当たっては，以下の能力が求められる。 

①KGC-netの会員企業等や大学が持つ知的・技術的資源を適切にマッチングすることにより，着実

にプロジェクト創出に結び付けていく。 

②化学技術や本市産業振興行政等に関する広範な知識を有する。 

③地域における環境・エネルギー分野の産学公連携についてのネットワークを活用し，主体間の

調整を行う。 

したがって，本業務は複数の条件を満たすことが必要であるものの，すべての条件を満たす者が

１者に特定されるため，性質又は目的が競争入札に適さないことから，「地方自治法施行令」第１６

７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 ウの規定に基

づき，随意契約を締結する。 

 



９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

公益財団法人京都高度技術研究所（以下「ASTEM」という。）は，ソフトウェア技術，メカトロニ

クス技術のほか，情報技術，環境技術，ライフサイエンス，ナノテクノロジー等の先端科学技術及

び関連する科学技術の諸分野に関する研究，開発，調査等を行い，その進歩発展と地元産業への技

術移転を図り，もって科学技術の振興と地域社会の発展に寄与している。 

ASTEMは，平成14年度から知的クラスター創成事業を実施するとともに，平成20年度からは同事業

第Ⅱ期の中核機関として，環境・エネルギー分野におけるナノテクノロジーを題材とした，マッチ

ングコーディネートや技術評価・販路開拓支援による新規プロジェクト創出，事業化，企業間ネッ

トワーク構築に取り組んでおり，環境・エネルギー産業に関する広い知識，京都地域の関連企業と

のネットワーク及び多くの大学研究者とのネットワークを有している。また平成25年度からは，地

域イノベーション戦略支援プログラムやスーパークラスタープログラムの中核機関等を担い，これ

まで数々の本市重要施策に関与し，豊富な経験，知識，技能，関係機関とのネットワーク等を有し

ている。 

このため，ASTEMは本市産業振興行政等に関する広範な知識を有するほか，地域における環境・エ

ネルギー分野の産学公連携についてのネットワークを活用して，主体間の調整を行う能力を有する

など，本事業の実施に当たって求められるすべての条件を満たし，かつ京都市内でこれらの条件を

満たす唯一の機関であるため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

「京都版トキワ荘事業」に関する業務委託 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都品川区西五反田７－１３－６ 五反田山崎ビル５階 

特定非営利活動法人ＮＥＷＶＥＲＹ 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

全国初のマンガ文化の総合拠点「京都国際マンガミュージアム」の周辺において，京町家等を借り上げ，

マンガクリエイターを目指す方同士が生活を共にしながら，切磋琢磨し合える人材発掘・育成の拠点整備

を行う「京都版トキワ荘事業」を実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業を受託するには，クリエイターの育成に関する幅広い知識や実績，首都圏の出版社やプロのマン

ガ家とのネットワークを有していることが求められる。従って，平成２４年度に公募プロポーザルを実施

し，東京において既に類似事業を行うなどの実績があり，首都圏の出版社等にも幅広いネットワークを持

っている上記法人を選定した。その後，２５年度から３箇年にわたり，同法人が民間の不動産事業者と賃

貸借契約を締結したうえで，市内に育成拠点を開設しているほか，入居者の選定から育成までを同法人の

ネットワークを駆使して行っている。そのため，委託事業者を変更すると，新たに育成拠点を発掘・整備

するための経費が必要となるとともに，現在の居住者に移転を強いることとなるほか，従来培ってきたネ

ットワークを一から再構築せざるを得ず，事業運営に多大な支障を来たすため，本事業の既存の枠組みを

損なうことなく事業目的を達成するには，既に育成拠点を有している同法人と契約することが必要となる。 

よって，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２-２-(１)-イ-（オ）の規定に基づき，随意契約を締結したもの。 

 

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８に同じ 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

  平成２８年度分「京都観光Navi」の管理運営に関する委託 

（公益財団法人京都高度技術研究所委託分） 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所，商号及び氏名（法人にあっては，主たる事務所の所在地，名称及び代表者名） 

  京都市下京区中堂寺南町 134 番地 京都リサーチパーク内  

  公益財団法人京都高度技術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

  １５，４２９，０００円 

 

７ 契約内容 

  「京都観光Navi」の管理運営を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

 「京都観光 Navi」は，観光客や市民などが多様な京都観光情報を必要に応じて取

り出せるシステムとして，平成９年３月から運用を開始し，平成９年１１月から英

語版及びインターネット版，平成１１年１２月から携帯端末版，平成１６年３月から行政区別観

光情報版の発信を行っており，その運営に当たっては膨大な観光情報（約６，０００データとそ

れに付随する地図・写真）を的確に管理し， 新情報や追加データ等を正確かつ迅速に更新して

いくとともに，利用者ニーズに適したシステム改善等を進めていく必要がある。 

本件業務を履行可能な相手方は，「京都観光 Navi」の開発団体であるとともに，

同システムのプログラムに係る著作権を所有しており，同プログラムの形式に適合

した形での新規データの入力・既存データの修正・システム改善等を容易に進めて

いくことができる公益財団法人京都高度技術研究所の他にはないため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第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 

  海外メディア取材支援事業 

 

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２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所，商号及び氏名（法人にあっては，主たる事務所の所在地，名称及び代表者名） 

  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） 

  ２６，７４２，０００円 

 

７ 契約内容 

   海外メディア招請に係る支援 

 

８ 随意契約の理由 

本件委託業務では，世界各国で影響を持つ雑誌等のメディア関係者に対して，適

切に京都での取材に関する要望に対する処理を行うと共に，取材先への許可申請等

を行う必要がある。 

これまで，同事業については，本市及び観光関連団体・企業からなる公益財団法人

京都文化交流コンベンションビューローにおいて業務を実施し，多くのメディア関

係を誘致してきた。同公益財団法人がこれまでメディア関係を誘致してきた際に有

する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

ディアを通した外客誘致に向けたノウハウと本市の観光事情に精通し，また，効果

的な情報発信により本業務を遂行できるのは，公益財団法人京都文化交流コンベン

ションビューローのみであるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市海外情報拠点運営事業 

 

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２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９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） 

３３，２０８，０００円 

 

７ 契約内容 

ニューヨーク，台北，ソウル，上海，シドニー，パリ，フランクフルト，ロンドン，香港，ドバ

イの１０箇所における京都市海外情報拠点における，情報発信業務，情報収集業務，現地受入業務，

報告業務の委託 

 

８ 随意契約の理由 

本業務の実施に当たっては，京都の観光事業に精通し，本市の方針に基づいて海外の旅行業界に

広く働きかけることのできる主体の選定が必要であり，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。 

平成２３年度まで同事業については，本市及び市内の観光関連団体・企業からなる京都国際観光

客誘致推進協議会へ委託を行ってきたが，より効率的な事業実施に向けて，平成２４年度より同協

議会が本市及び市内の観光関連団体・企業からなる「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「ＫＣＢ」）へ統合されることとなった。これに伴い，同協議会の有する海外プロ

モーション及び海外からの旅行エージェント，マスコミ関係者の招請事業等に関する実績や，同協

議会が築いてきた本市重点市場における旅行業界との密接な関係についても，ＫＣＢへ引き継がれ

ることとなった。この結果，それまで蓄積されてきた外客誘致のノウハウを有するとともに，本市

の観光事情にも精通しており，本業務を適切かつ効果的に実施することができるのは，ＫＣＢのみ

であるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 



■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

海外新規市場開拓業務 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９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） 

１０，１５０，０００円 

 

７ 契約内容 

世界人口のうち約４分の１といわれるムスリム市場等の海外新規市場からの誘客を図る

ため，中東及び東南アジアを対象に旅行先としての京都をＰＲするとともに，ムスリムの

観光客の方にも快適に観光していただけるよう，受入環境の整備を実施する。 

  具体的には，現地プロモーションやウェブサイト等を通じて，当該市場の傾向や京

都に対するイメージ，固有の習慣等をふまえた詳細な情報発信を行うとともに，受入環境

の整備を実施する。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は，京都への送客が見込める海外新規市場について，現地での市場調査，情報発信及びプ

ロモーションを重点的に行い，ムスリム観光客の受入環境整備を推進することで，当該市場の更な

る取り込みを図るものである。 

したがって，本事業の実施に当たっては，外国人観光客のニーズを十分に把握していることはも

ちろんのこと，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，受入環境整備

が可能な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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

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「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，旅行市場に対する造詣が



深く，外国人観光客のニーズに応じた環境整備や魅力の発信が可能である。 

また，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活用しつつ，ムスリム

観光客の受入環境整備を推進することで，当該市場の更なる取り込みを図ることができる。 

このような主体は，ビューローのほかにはないことから， 委託先として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 

  京都観光総合調査 

 

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４月２１日 

 

４ 履行期間 

  平成２８年４月２１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所，商号及び氏名（法人にあっては，主たる事務所の所在地，名称及び代表者

名） 

  大阪市中央区備後町２丁目４番９号 

  株式会社エム・アールビジネス  

 

６ 契約金額（税込み） 

  １４，４４９，８８１円 

 

７ 契約内容 

   京都観光総合調査  

   日本人観光入込客統計調査・実態調査 

   外国人観光入込客実態調査 

   外国人客及び修学旅行客宿泊利用状況調査 

 

８ 随意契約の理由 

  本件業務は，観光政策の企画・立案及び観光業界におけるマーケティング等に資する基礎的

データを得ることを目的に，日本人観光入込客統計調査・実態調査，外国人観光入込客実態調

査，修学旅行生数等調査及び団体バス輸送状況調査を行う「京都観光総合調査」業務を実施す

るものである。 

業務の受託に当たっては，１日に多くの調査員を確保できる体制を有するとともに，本調査

を効率よく適切に行うための工夫が求められることに加え，様々な手法を用いた適切なデータ

集計を行う必要がある。そのため，落札価格のみで業者を決定した場合，業務遂行上， も適

切な業者を選定することができない恐れがあることから，企画提案を評価のうえ業者を選定す

る公募型プロポーザルを実施した。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

公募型プロポーザルには２社からの応募があり，審査基準に従い審査した結果，上記の者を委託

先として選定した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  京都観光経営学講座 

 

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６月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２８年６月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所，商号及び氏名（法人にあっては，主たる事務所の所在地，名称及び代表者

名） 

  京都市左京区吉田本町３６番地１ 
  国立大学法人京都大学  
   

６ 契約金額（税込み） 

  ６，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

  今後の国際戦略の重要性を鑑み，海外からの誘客を視野に入れた戦略的経営を実践

できる人材の育成を図るため，経営・マーケティング専門家や同分野に関連する先駆

者等を講師とする，戦略的経営の動機付けや論理・理論に関するセミナーを開催する。 

 

８ 随意契約の理由 

本事業は，「観光立国・日本 京都拠点」として，各地から次世代の観光産業を担う人材

を受け入れ，育成することにより，観光立国・日本に資する人材を京都から輩出するとと

もに，京都観光の発展に必要な人材を育成することを目的としている。 

平成２８年度は，平成２５，２６年度の本格実施の内容に基づき講義時間，内容等を大

幅に拡充した平成２７年度の実施内容を踏まえ，以下の改良点を加えたうえで実施する必

要がある。 

 ① 受講者アンケートの結果に基づく，学術的内容と実務的内容のバランス修正に伴

う講師の変更・追加等 

 ② 受講者アンケートの結果に基づく，科目の追加・変更等 

  上記を実施するに当たっては，昨年度の講義内容をすべて理解し，昨年度の受講者の反

応を肌で感じて把握している者がアンケート結果の分析を行ったうえで変更内容等を決定

する必要があるが，昨年度の講義資料やアンケート結果等のデータは，昨年度の委託先で

ある国立大学法人京都大学（以下「京大」という。）が有しており，講義資料の中には，本

市の委託先としてではなく，日本を代表する学術研究機関としての京大が相手方というこ

とをもって，特別に講師から京大に対して提供された資料もある。また，本年度から少人

数制の演習を実施する等，講座内容及び時間を拡充することとしており，拡充内容につい

ては，平成２４年度からの内容や受講生からの意見を踏まえたものとする必要がある。 

以上のことから，委託先の選定に当たっては，主として価格以外の要素によって契約の

相手方を選定する必要があり，競争入札には適さないものである。また，昨年度の実施内



容を踏まえた今年度の実施内容を構築することが可能な事業者は，昨年度に本事業を運営

し，講義に関する受講者の意見等を十分に理解し，昨年度の講師から提供を受けたデータ

を有する京大に限定されるため，京大と一者随意契約を行った。 

 

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  京都観光サポーター制度に係る企画・運営業務 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所，商号及び氏名（法人にあっては，主たる事務所の所在地，名称及び代表者

名） 

  京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町２５６ 

  株式会社関広  

 

６ 契約金額（税込み） 

  ６,０００,０００円 

 

７ 契約内容 

  京都観光サポーター制度企画・運営業務  

   ＷＥＢサイトの運営・改善（コンシェルジュ紹介等ページの新規作成を含む） 

   ＷＥＢサイト及びフェイスブック・ポッドキャスト等を活用した，京都観光おもてなし大使及

び京都国際観光大使の活動情報発信 

   観光サポーター制度を活用した京都ブランド，「京都のおもてなし力」発信のための企画提案 

   京都観光おもてなし大使及び京都国際観光大使の任命式の企画・運営，及び任命証，バッジ，

名刺のデザイン制作及び作成（追加選任分を含む） 

   「京都観光おもてなし大使派遣制度」＊の企画・運営 

 ＊民間事業者が実施する研修・シンポジウム等に京都観光おもてなし大使を派遣し，おもてな

しに関する講義・講演を行っていただくもの。派遣にかかる謝礼の一部を委託費の中から事業

者に補助する（年間３６万円を上限とする）。 

   コンシェルジュ任命に係る「おもてなし研修会（仮称）」の企画・運営及び任命証，ステッカー，

バッジのデザイン制作及び作成 

   各大使，コンシェルジュ，観光関連のボランティア団体への観光情報等の発信 

   「おもてなし実践者」の選定業務及び表彰状・記念品等の作成 

   観光関連のボランティア団体についての調査・情報収集及び研修会の企画・運営 

   プレス発表用資料のほか，京都市が指示する資料の作成等 

 

８ 随意契約の理由 

本事業の実施に当たっては，大使制度の活用や観光ボランティアの活性化，京都観光おもてなし

コンシェルジュ制度の運営や活性化等，サポーター制度の効果的な運用及び大使やボランティア団

体等の情報の効果的な発信，京都観光の魅力を 大限ＰＲできるホームページ等の作成が必要不可

欠である。 

したがって，価格だけではない，高い企画力，デザイン性を有する業者を確保することが求めら



れる。こうしたことから，委託先の選定に当たっては，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り，性質又は目的が競争入札には適さないと考えられること

から，企画提案を評価のうえ業者を選定する公募型プロポーザルにより，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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

公募型プロポーザルには１社からの応募があり，審査基準に従い審査した結果，上記の者を委託

先として選定した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

京都市認定通訳ガイド（特区通訳案内士）育成事業に関する業務 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９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） 

１５，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市認定通訳ガイド（特区通訳案内士）育成事業における企画，事前調整，運営を円

滑に実施する。 

 

８ 随意契約の理由 

本事業は，特区制度を活用した京都市認定ガイド制度を通して，外国語が堪能な方に伝統産業や

伝統文化をはじめとした奥深い京都観光の専門分野の知識をつけてもらうことで，京都独自の外国

人向けガイドの育成を行うものである。 

具体的には，研修受講生の募集・選考するとともに，一般知識やホスピタリティ，旅程管理等を

学ぶことができる基礎研修および，伝統産業をはじめ京都の奥深い魅力を学ぶ専門研修の内容を検

討・実施するなど，特区ガイド制度を運営するものである。  

事業実施には，外国人旅行者のニーズを把握してそれに応えることができる通訳ガイドを育成す

ることが求められるが，京都の伝統文化や伝統産業をはじめ，幅広い分野の奥深い内容を適切に研

修カリキュラムに取り込む必要があり，また，育成したガイドが観光業界で活用されるために受け

入れ側の施設・事業者へのきめ細かな説明・情報発信を行うことが必要となる。 

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と観

光事業者とのネットワークに加え，海外のニーズを機微に把握するために，海外の旅行者を対象と

した事業に豊富な実績を有し，旅行市場に精通するとともに，特定の事業者に偏らず，公平な立場

から事業実施できる主体の選定が必要であり，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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

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ところであり，同協議会において

平成５年から２０年にわたって実施されてきた京都への外客誘致のノウハウを有するとともに，京

都の観光コンテンツに対する十分な理解がある。これまで，免税店の拡大事業やムスリム層の受け

入れに係る事業，２４時間多言語コールセンター，ＩＬＴＭＪａｐａｎ開催支援事業などをはじめ

として，本市と密に連携して数々の外客誘致や受け入れのための取組を行っている。 

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

って設立され，外国人観光客の誘致や受入環境整備，また，ＭＩＣＥ誘致等を進める，観光事業者

等からなる３００以上の会員を有する公益財団法人であることから，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観光の受入環境整備を行うことができる。 

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 

  複数自治体連携による海外富裕層誘客事業に関する業務 

 

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４月２０日 

 

４ 履行期間 

  平成２８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） 

  ５，６００，０００円 

 

７ 契約内容 

  海外富裕層の誘客に向けた複数自治体連携等における企画，手配，事前調整，当日運営管理

を円滑に実施する。 

 

８ 随意契約の理由 

 本事業は，京都市が中心となり，複数自治体と連携して戦略的に富裕層誘客に取り組み，「日

本」の世界における富裕層の訪問先としての確固たる地位の確立を目指すものである。 

 具体的には，複数自治体間の提携関係を構築し，各地域における富裕層向けの観光コンテン

ツの造成や海外商談会への出展等を通じた情報発信を実施し，各地域における受入環境の整備

を図るとともに，将来的に自治体間で相互に送客する仕組みを構築するものである。  

 事業実施には，海外富裕層の旅行市場を把握し，求められるニーズに的確に応えることがで

きる受入環境の整備やコンテンツの造成，また，「日本」が世界における富裕層の訪問先とし

ての地位を確立できるよう訴求していくための効果的な情報発信を行うことが必要となる。 

 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

と観光事業者とのネットワークに加え，海外のニーズを機微に把握するために，海外の旅行者

を対象とした事業に豊富な実績を有し，旅行市場に精通するとともに，特定の事業者に偏らず，

公平な立場から事業実施できる主体の選定が必要であり，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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

 



10 契約の相手方の選定理由 

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ところであり，同

協議会において平成５年から２０年にわたって実施されてきた京都への外客誘致のノウハウを

有するとともに，京都の観光コンテンツに対する十分な理解がある。これまで，免税店の拡大

事業やムスリム層の受け入れに係る事業，２４時間多言語コールセンター，ＩＬＴＭＪａｐａ

ｎ開催支援事業などをはじめとして，本市と密に連携して数々の外客誘致や受け入れのための

取組を行っている。 

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

をもって設立され，外国人観光客の誘致や受入環境整備，また，ＭＩＣＥ誘致等を進める，観

光事業者等からなる３００以上の会員を有する公益財団法人であることから，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観光の受入環境整備を行うことができる。 

 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 

京北農林業地域活性化促進事業 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室農政企画課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区京北上弓削町段上ノ下２－１ 

公益財団法人 きょうと京北ふるさと公社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，４７１，０００円 

 

７ 契約内容 

次のすべての事業の総合的な実施により，京北地域の活性化を促進する。 

 ア 農業振興を図る農地の流動化に関する事業 

 イ 農林業を担う人材の育成，農林業従事者の支援に関する事業 

 ウ 農山村資源の活用及び都市と農山村の交流に関する事業 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，上記７の各事業を総合的に実施できる者と契約を行う必要があるが，①農用地利用集

積団体として農地の利用調整と権利設定の手続きに関する知識や技術と持ち，②一般的に定住が進

まない新規就農者に対し，風習等を含めた地域特有の実情に応じた的確な助言・指導が実施できる

者でなければ総合的な事業実施は行えず，競争入札に適さない契約に該当するため。 

 

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

（公財）きょうと京北ふるさと公社は，農地流動化や農作業受託による優良農地の保全に努める

とともに，空き家あっせん事業をはじめとした都市住民との交流を通じた地域活性化の事業を行っ

ている。 

 このような事業を展開する中で，京北地域で唯一の利用集積円滑化団体として，新規就農を希望



される者に農地及び空き家の斡旋の相談の受付から定住まで実現させ，風習等を含めた地域特有の

実情に応じた的確な助言・指導等ができるため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都らしい森づくりの推進（京都竹の里再生モデル事業）業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局西部農業振興センター 

 

３ 契約締結日 

平成２８年６月２４日 

 

４ 履行期間 

平成２８年６月２４日から平成２９年３月２４日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府宮津市字里波見２３番地の３ 

特定非営利活動法人 京都発・竹・流域環境ネット 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，２００，０００円 

 

７ 契約内容 

景観上課題が生じている荒廃竹林の再生のため，市民グループ等による竹林整備の仕組みを構築

する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  本事業を実施するためには，西京区大原野地域等における荒廃竹林の現況に精通するとともに，

市民グループ組織の立ち上げと自立化及び指導者育成のために竹林所有者や市民を適切に指導する

ことが可能な団体でなければ業務を委託できない。したがって，京都市物品等の調達に係る随意契

約ガイドラインに定める随意契約を行うことができる場合の基準第 2項第(1)号ウを満たし，競争入

札に適さない契約に該当するため。 

 

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

特定非営利法人 京都発・竹・流域環境ネットは，京都を拠点に竹林整備を通じて社会貢献を果た

すことを目的として設立された法人であり，本市における寺社の竹林整備を行うとともに，伐採竹

を活用した各種製品の製造・販売を手掛け，竹を資源として活用する専門的かつ実践的な知識及び

技術を有している。  

また，活動地域の実情に合わせた組織づくりやスキームの企画・提案能力に長じ，竹林整備のた



めに必要となる人材の確保と育成の実績があり，そのために必要となる指導監督能力が高い人員を

常時複数名擁している。  

更に，本市が目的として掲げる「新たなたけのこ生産農家（担い手農家）」を育成するセミナーの

開催など，一貫性のあるカリキュラムを遂行できる能力及び実績を兼ね備えている。  

 以上のような条件を兼ね備えた団体は他に例が無く，同法人は本事業を委託できる唯一の団体で

ある。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２８年度山村都市交流の森エリア維持管理業務 

 

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２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月２日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区花脊八桝町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） 

２６，１４６，８００円 

 

７ 契約内容 

山村都市交流の森エリア内（京都市左京区花脊八桝町地内ほか）における路網の維持管理，森林 

及び付帯施設の環境整備及び美観維持及び基盤施設の維持管理及び営繕 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  「山村都市交流の森」は，山村と都市の住民が交流しながら森林・林業と山村文化を学ぶ場とし 

て，左京区花脊地区を中心とした1,077haの森林エリアに設定されたもので，木工教室や自然観察， 

草木を使った遊びなど森林と山村にまつわる様々な分野のイベントが開催されるほか，散策等でも 

エリア内に市民が多く訪れるため，エリア内の路網や森林の状況に詳しく，利用者の意見や要望等 

を維持管理作業に反映させる体制がある相手方と契約する必要があるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

公益財団法人京都市森林文化協会は，「ふるさと森都市構想」の実現を目指し，森林の保全及び整 

備を行うことを目的に設立された団体であり，山村都市交流の森エリア内において森林の保全に係

る事業を展開している。当協会は，森林の保全に関する専門知識及び技術を有し，また，当該エリ

ア内の路網及び森林の状況等に精通しているため，本業務を適切かつ効率的に実施することが可能

である。さらに，山村都市交流の森エリア内に宿泊施設，休憩施設等を整備，所有しており，エリ



ア内の利用者の意見，要望等を維持管理作業に反映させ，当該エリア内に所有する施設と連携を図

りながら業務を実施できる唯一の組織である。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２８年度有害鳥獣捕獲事業に係る委託 

 

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２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区西ノ京樋ノ口町１２３番地 京都府林業会館みどりの館３階 

一般社団法人京都府猟友会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，５７７，５２０円 

 

７ 契約内容 

京都市内一円において実施する有害鳥獣の捕獲等業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の実施には，農地や森林に出没する野生鳥獣を安全かつ効果的に捕獲する必要がある。そ

のため，委託先については，長期にわたり市内の農地及び森林等における狩猟活動を行い，野生鳥

獣の捕獲経験が豊富な相手方と契約する必要があるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

有害鳥獣を捕獲し，処分するには，「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」及び

第１１次京都府鳥獣保護管理事業計画書に基づき，狩猟免許の資格を有し，銃器や網わな等の捕獲

猟具の取り扱いができ，かつ，３登録年以上京都府に狩猟者登録をしている必要がある。また，長

期にわたる狩猟を通じて，本市内地域の地形や鳥獣の生息状況に精通していなければ安全に有害鳥

獣を捕獲することが出来ない。よって，これらの条件を満たす狩猟者で組織される唯一の団体であ

る一般社団法人京都府猟友会を委託先として選定する。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２８年度総合獣害対策モデル事業ニホンザル行動圏管理業務 

 

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２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都町田市小山ヶ丘１－１０－１３ 

株式会社野生動物保護管理事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１８，９８６，４００円 

 

７ 契約内容 

京都市左京区内に生息するニホンザル京都A群に関する行動圏管理のモデル構築を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の実施には，京都市左京区（主に八瀬，大原，修学院地区など）の地形及び当地域の野生

ニホンザルの生態状況に精通し，野生ニホンザルの追い上げ及び行動調査等の様々な知識と技術を

有し，土日休日の労務管理体制が可能な団体である必要がある。 

 

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

株式会社野生動物保護管理事務所は，平成２３年度から平成２７年度に，ニホンザル京都Ａ群の

追い上げを京都市の受託事業として実施しており，京都市左京区の地形，当地域内の野生ニホンザ

ルの群れの行動形態や範囲，市民被害状況について熟知している団体である。 

また，平成２１年度から平成２４年度に，滋賀県において本業務と同様の事業を受託しており，

滋賀県大津市と京都市にまたがって生息する野生ニホンザルの行動域を熟知しており，さらに土日

休日の労務管理体制が可能な団体である。 

したがって，当団体は本業務を実施できる唯一の団体であることから本業務を委託する。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２８年度京都市内産木材の情報発信強化業務（市内産木質ペレット等の普及促進） 

 

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２８年６月１０日 

 

４ 履行期間 

平成２８年６月１１日から平成２９年３月２４日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市右京区京北周山町小柳５番地１ 

森の力京都株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，９９４，０００円 

 

７ 契約内容 

本市の目指す循環型社会を実現するため，以下の業務を通じ，市内産木質ペレットの普及拡

大に関する本市の取組を市民に対し，一層の周知を図り，エネルギー源としての市内産木材の

需要拡大につなげる情報発信等を実施する。 

 ①木質ペレット燃焼機器導入等に係る普及活動 

 ②既存の普及啓発イベントへの出展等を通した情報発信 

 ③イベント等の企画運営等を通した情報発信 

  ④普及啓発資料作成及び広報活動を通した情報発信 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，本市の目指す循環型社会を実現するため，市内産木質ペレットの普及拡大に関する本

市の取組を市民に対し，一層の周知を図り，エネルギー源としての市内産木材の需要拡大につなげ

る情報発信等を実施するものである。 

本業務を実施するためには，市内の間伐材をはじめとした未利用材を原料とする木質ペレットの

製造に必要な設備・機器等と技術を有し，エネルギー源としての市内産木材の加工・流通等の現況

に精通している者であることが前提として挙げられる。また，市内の木質ペレット燃焼機器の供給

者と利用者の双方に対して，適切な情報提供等が可能であり，市内産木質ペレットの普及啓発・販

路拡大を図るための業務等の経験が豊富であることが求められることから，当該契約は競争入札に

適さない契約に該当するため，地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき，京都市物品等の

調達に係る随意契約ガイドライン随意契約を行うことができる場合の基準の２－（１）－ウによる

随意契約を行う。 



９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

森の力京都株式会社は，エネルギー源としての市内産木材の加工・流通等の現況に精通し，市内

の間伐材をはじめとした未利用材を原料とする木質ペレットの製造設備及び技術を有する団体であ

る。また，市内の木質ペレットストーブ燃焼機器等の供給者と利用者に対してネットワークを有し

ているため双方に適切な情報提供が可能であると同時に，木質ペレットの普及啓発や販路拡大等を

図るため業務経験が豊富である。 

以上のことから当法人は，本業務を適切に遂行するためのすべての条件・能力を備え，より効果

的な市内産木質ペレットの需要拡大に関する情報発信等を行うことができる唯一の団体であるた

め，本業務の委託先として選定する。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

中小企業等チャレンジ支援事業委託業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局商工部中小企業振興課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年６月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年６月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区西院東中水町17番地 京都府中小企業会館４階 

京都府中小企業団体中央会 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，５３３，０００円 

 

７ 契約内容 

 改革意欲のある業界（主に中小企業等協同組合法に基づき設立された業種別の団体）を対象と

した，経営コンサルタント等の専門家による協力を含めた課題解決手法調査の実施及びビジネス

モデル試行実施の成果事例発表会の開催。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業の実施にあたっては，各業界の発展を使命として活動し，業界団体の設立や運営の状況，

それを取り巻く環境等を把握し，業界団体の振興策に関する専門的な知見や手法，実績を兼ね備

えていることが必須となる。 

京都府中小企業団体中央会は，業界団体の組織化と運営指導を通じて，中小企業の健全な発展

を図ることを目的に，中小企業等協同組合法に基づき設立され，各業界団体の組織，事業，経営

の指導をはじめ，活路開拓調査事業や講習会の実施等を通じた中小企業振興を展開している府内

唯一の団体であり，各業界団体とのネットワークと業界支援に関するノウハウについて，豊富な

実績を持っている。 

当団体が保有するネットワークやノウハウを活用することは，本事業をより効果的，効率的に

実施することができるため。 

 

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 


