
001 平成28年04月01日
京都市ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）相談支援センターの業
務委託

37,000,000 
文化市民局共同参画
社会推進部男女共同
参画推進課

社会福祉法人　宏量福祉会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

002 平成28年04月01日 平成28年度子ども・若者指定支援機関業務委託 35,028,000 
文化市民局共同参画
社会推進部勤労福祉
青少年課

（公財）京都市ユースサービス
協会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成28年04月01日 平成28年度地域若者サポートステーション事業委託 6,539,000 
文化市民局共同参画
社会推進部勤労福祉
青少年課

（公財）京都市ユースサービス
協会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

004 平成28年04月01日 「京都市犯罪被害者総合相談窓口」設置及び運営委託 6,800,000 
文化市民局くらし安
全推進部くらし安全
推進課

公益社団法人京都犯罪被害者支
援センター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

005 平成28年04月01日
京都市人権資料展示施設「ツラッティ千本」における人権啓発事業等
実施業務委託

7,253,000 
文化市民局くらし安
全推進部人権文化推
進課

特定非営利活動法人　くらし
ネット２１

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

006 平成28年04月01日
京都市人権資料展示施設「柳原銀行記念資料館」における人権啓発事
業等実施業務委託

7,171,000 
文化市民局くらし安
全推進部人権文化推
進課

特定非営利活動法人　崇仁まち
づくりの会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

007 平成28年04月01日 平成２８年度消費生活総合センター事務室賃貸借 27,970,272 
文化市民局くらし安
全推進部消費生活総
合センター

大阪ガス都市開発株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

008 平成28年04月01日 京都市民法律相談事業業務委託（平成28年度上半期） 16,706,505 
文化市民局くらし安
全推進部消費生活総
合センター

京都弁護士会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

009 平成28年04月01日
「学校教育をはじめ，あらゆる機会を通じた伝統的な文化芸術に触れ
る取組」事業実施に係る業務委託契約

11,500,000 
文化市民局文化芸術
都市推進室文化芸術
企画課

公益財団法人京都市芸術文化協
会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

010 平成28年04月01日 平成28年度元離宮二条城出改札案内等業務委託について 58,815,752 
文化市民局元離宮二
条城事務所

株式会社ワン・ワールド
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

011 平成28年04月01日 元離宮二条城入城者集客業務について（平成２８年度分） 6,171,000 
文化市民局元離宮二
条城事務所

株式会社ワン・ワールド
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

012 平成28年04月01日 二の丸御殿障壁画模写委託（平成28年度）について 18,400,000 
文化市民局元離宮二
条城事務所

有限会社川面美術研究所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

013 平成28年04月22日
平成28年度文化財関係国庫補助特殊事業（二之丸御殿障壁画保存修
理）業務

78,097,000 
文化市民局元離宮二
条城事務所

一般社団法人国宝修理装こう師
連盟

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15日 史跡旧二条離宮（二条城）埋蔵文化財発掘調査業務 2,710,800 
文化市民局元離宮二
条城事務所

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

根拠法令
契約金額（税込）

随意契約一覧表

（単位：円）
契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称



根拠法令
契約金額（税込）

随意契約一覧表

（単位：円）
契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称

015 平成28年04月01日 平成28年度世界遺産二条城庭園他維持管理業務委託について 28,458,000 
文化市民局元離宮二
条城事務所

樋口造園株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

016 平成28年07月04日 二条城二の丸御殿障壁画嵌め替え及び剥落止め業務 12,348,336 
文化市民局元離宮二
条城事務所

一般社団法人国宝修理装こう師
連盟

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

017 平成28年08月01日
「元離宮二条城二之丸御殿大広間アクリル雨戸設計及び作成・設置」
業務委託

14,580,000 
文化市民局元離宮二
条城事務所

株式会社 奥谷組
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

018 平成28年08月01日
「元離宮二条城二之丸御殿大広間天井画のデジタル複製業務」業務委
託

26,300,160 
文化市民局元離宮二
条城事務所

凸版印刷株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

019 平成28年08月05日 「元離宮二条城における案内サイン計画策定等業務」業務委託 9,450,000 
文化市民局元離宮二
条城事務所

株式会社トータルメディア開発
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09月01日 「元離宮二条城パンフレット作成（多言語化含む）業務」業務委託 3,971,484 
文化市民局元離宮二
条城事務所

株式会社コンベンションリン
ケージ

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 京都府・市町村共同公共施設案内予約システム運用業務委託 21,850,000 
文化市民局市民ス
ポーツ振興室

京都スポーツネットワーク
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

022 平成28年06月03日
西京極総合運動公園陸上競技場陸上電気室及び照明塔Ｃ塔，Ｄ塔間
ケーブル更新業務委託

5,076,000 
文化市民局市民ス
ポーツ振興室

岡崎電工株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号

023 平成28年06月21日 京都市重要文化財旧武徳殿改修業務委託 9,728,640 
文化市民局市民ス
ポーツ振興室

株式会社澤野工務店
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号

024 平成28年06月28日
横大路運動公園の再整備・防災機能強化に係る整備計画見直し検討及
び地質等調査業務委託

52,380,000 
文化市民局市民ス
ポーツ振興室

パシフィックコンサルタンツ株
式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

025 平成28年08月16日
京都アクアリーナメインプール系統及び飛込プール系統ろ過装置改修
業務委託

5,832,000 
文化市民局市民ス
ポーツ振興室

株式会社水処理管理センター
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

026 平成28年08月16日 京都アクアリーナ照明制御設備更新改修業務委託 7,268,400 
文化市民局市民ス
ポーツ振興室

パナソニックＥＳエンジニアリ
ング株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

027 平成28年04月01日 平成２８年度生涯スポーツ講習会における管理運営業務 5,327,800 
文化市民局市民ス
ポーツ振興室

株式会社ビバ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号



根拠法令
契約金額（税込）

随意契約一覧表

（単位：円）
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028 平成28年04月01日 旧三井家下鴨別邸主屋ほか２棟保存修理事業について 12,800,000 
文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保
護課

京都府教育委員会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

029 平成28年04月01日 国有文化財及び名勝雙ヶ岡等管理委託料 34,665,189 
文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保
護課

公益財団法人京都市埋蔵文化財
研究所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

030 平成28年04月01日 重要遺跡出土文化財整理業務委託 19,999,980 
文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保
護課

公益財団法人京都市埋蔵文化財
研究所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

031 平成28年04月01日 出土遺物の保管，管理業務等の委託 69,485,000 
文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保
護課

公益財団法人京都市埋蔵文化財
研究所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

032 平成28年04月01日 京都市無形文化遺産展示室施設管理委託 5,955,180 
文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保
護課

公益財団法人祇園祭山鉾連合会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

033 平成28年04月01日 埋蔵文化財出土遺物文化財指定準備業務委託 30,000,000 
文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保
護課

公益財団法人京都市埋蔵文化財
研究所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

034 平成28年04月01日
平成２８年度　特別天然記念物オオサンショウウオの緊急生息調査委
託

5,000,000 
文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保
護課

一般社団法人兵庫県自然保護協
会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

035 平成28年04月18日 平成２８年度重要文化財（建造物）旧三井家下鴨別邸庭園等整備業務
文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保
護課

株式会社高石造園土木
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

036 平成28年08月18日 埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料（伏見城跡・指月城跡） 6,868,800
文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保
護課

公益財団法人京都市埋蔵文化財
研究所

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

037 平成28年04月01日 京都市美術館における24時間常駐警備及び巡回警備等業務委託 16,241,040 
文化市民局美術館総
務課

日本パナユーズ株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

038 平成28年08月01日 京都市美術館再整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査業務（第3期）委託 150,282,000 
文化市民局美術館総
務課

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

039 平成28年04月01日 区役所・支所の構内電話設備の保守管理業務 10,225,440 
文化市民局地域自治
推進室

西日本電信電話株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

040 平成28年04月01日 平成２８年度（４月から６月まで）市民しんぶん等配布委託
予定
総額

9,258,948 
文化市民局地域自治
推進室

株式会社デリバリーサービス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

041 平成28年 4月 1日 戸籍システム　パッケージ保守 17,939,880 
文化市民局地域自治
推進室

日本電気株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

（当初）46,731,600
（変更後）
48,549,721
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042 平成28年 4月 1日 戸籍システム　サポートセンター業務委託 6,069,186 
文化市民局地域自治
推進室

戸籍システム　サポートセン
ター業務委託コンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

043 平成28年 4月 1日 戸籍システム　運用保守業務委託 12,960,000 
文化市民局地域自治
推進室

戸籍システム　運用保守業務委
託コンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

044 平成28年 4月 1日 京都市個人番号カード交付関連業務従事者派遣
予定
総額

249,084,822 
文化市民局地域自治
推進室

キャリアリンク株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

045 平成28年 4月 1日 市民窓口システムハードウェア及びプログラムプロダクト保守 16,431,552 
文化市民局地域自治
推進室

市民窓口システムハードウェア
及びプログラムプロダクト保守
コンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

046 平成28年 8月 1日 市民窓口システムハードウェア及びプログラムプロダクト保守 20,539,440 
文化市民局地域自治
推進室

市民窓口システムハードウェア
及びプログラムプロダクト保守
コンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

047 平成28年 8月 1日
市民窓口システム及び住民基本台帳ネットワークシステム用機器に係
るSEサポート

6,156,000 
文化市民局地域自治
推進室

市民窓口システム及び住民基本台帳ネッ
トワークシステム用機器に係るSEサポー
トコンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

048 平成28年 8月 1日 市民窓口課端末機器等リース 6,179,055 
文化市民局地域自治
推進室

株式会社ＪＥＣＣ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

049 平成28年 8月 1日 市民窓口システム機器等リース 9,333,900 
文化市民局地域自治
推進室

株式会社ＪＥＣＣ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

050 平成28年06月13日 平成２８年度京都市動物園植栽管理業務委託 9,720,000 
文化市民局動物園総
務課

植彌加藤造園株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）相談支援センターの業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課 

 

３ 契約締結日 

平成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 

京都市右京区山ノ内宮脇町９ 

社会福祉法人 宏量福祉会 

 

６ 契約金額（税込み） 

３７，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市ＤＶ相談支援センターにおける相談・支援業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

京都市ＤＶ相談支援センター（以下「ＤＶセンター」という。）における相談・支援業務は，ＤＶ

被害者の支援という福祉的専門知識が求められるとともに，ＤＶ被害者が自立するための継続的な

支援を行うため，ＤＶ被害者と相談員が信頼関係を築くことが重要である。委託先の相談員につい

てはＤＶセンターの開所以降，ＤＶ被害者と信頼関係を構築し，ＤＶ被害者への相談・支援業務を

行っており，今後も継続的な支援を行うため，契約の相手方を競争入札により決定することには適

さない。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

当該事業について，実績を有する団体は委託先しかない。また，ＤＶ被害者の支援については，

相談員と信頼関係を築き，継続的な支援を行っていくことが重要であり，委託先についてはその信

頼関係が築かれている。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２８年度子ども・若者指定支援機関業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課 

 

３ 契約締結日 

平成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 

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

公益財団法人京都市ユースサービス協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

３５，０２８，０００円 

 

７ 契約内容 

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

協議会において行われる支援の全般についての業務 

 

８ 随意契約の理由 

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

者に特定されるため。 

  子ども・若者総合相談窓口と密接に連携し，一体的な運営ができること 

  京都市域において広く子ども・若者の育成支援を行った実績があること 

  京都市域において関係機関とのネットワークを有していること， 

  本市の子ども・若者育成支援についての理解度が高いこと 

  個人情報の取扱いについての規約等が整備されていること 

  なお，上記６つの条件を設定した理由は下記のとおりである。 

   子ども・若者総合相談窓口に寄せられた相談については，支援コーディネーターへ引き継ぐケ

ースもあるため，切れ目なく密接な連携を確保する必要がある。 

   「子ども・若者育成支援推進法」施行により，本市においても初めて体制を整備して，困難を

有する子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるよう総合的に支援するものであるため，

これまで全京都市域において青少年育成支援を行っている実績があることが望ましい。また，こ

れらの実績を踏まえ子ども・若者育成支援に関する研修を実施する必要がある。 

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

市域における関係機関との連携を確保する必要がある。 



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

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

人材育成を行う必要がある。 

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

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

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 随意契約の理由の各条件に当てはまる団体は，下記理由のとおり公益財団法人京都市ユース

サービス協会（以下，「協会」という。）のみであるため。 

   協会は，京都市の青少年の健全な育成に寄与することを目的として設立された団体であり，市

内７箇所の青少年活動センターや子ども・若者総合相談窓口の管理運営を行う等，本市の子ども・

若者の現状を把握したうえで，支援コーディネーターへの引継に際しても密接な連携を図ってい

る。 

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

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

れ，事例研修会の実施等これまでから体系的な職員研修を実施している。 

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

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

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

ワークを有しているのは，協会のみである。 

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

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

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

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

についての理解度が高い。 

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

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

求めるレベルの情報セキュリティ対策の研修を実施することができる。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２８年度地域若者サポートステーション事業委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課 

 

３ 契約締結日 

平成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 

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

公益財団法人京都市ユースサービス協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，５３９，０００円 

 

７ 契約内容 

相談支援事業，職業ふれあい事業及び広報事業 

 

８ 随意契約の理由 

地域若者サポートステーション事業は，地域若者サポートステーション事業実施要

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

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

地域若者サポートステーション事業の基盤的事項は国からの認定事業とし，それ以外

の地域の実情に応じて実施する事項は各自治体が措置すると位置付けられている。本

事業を効率的かつ効果的に実施するためには，国からの認定事業及び地方公共団体か

らの委託事業を一体的に運営できること，また若年無業者の職業的自立支援に関する

実績があることが必要である。したがって，本事業実施の委託については，その性質

又は目的が競争入札に適していないため，地方自治法施行令１６７条の２第１項第２

号及び京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン２－（１）－ウに基づき，随

意契約を行った。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 



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

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

を開設して実施しており，平成28年度においても国から事業者として選定され，受託

することが決定していたため，本業務の委託先を公益財団法人京都市ユースサービス

協会とした。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「京都市犯罪被害者総合相談窓口」設置及び運営委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課 

 

３ 契約締結日 

平成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 

京都市上京区衣棚通出水上る御霊町６３番地 

公益社団法人 京都犯罪被害者支援センター 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，８００，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市犯罪被害者等支援条例第９条第２項に規定する窓口を「京都市犯罪被害者総合相談窓口」

として設置し，及び運営する業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該委託業務は，福祉，医療，心のケア，住居，本市以外の行政機関等にも関わる行政手続，法

律相談など，広範囲に及ぶ支援を被害直後から中長期に渡り，ワンストップで行うものである。こ

のような多岐にわたる支援に当たっては，高い専門知識や豊富な経験を有することが必須である。 

  公益社団法人京都犯罪被害者支援センターは，京都府内で京都府公安委員会から「犯罪被害者等

早期援助団体」として指定を受けている唯一の団体であり，また，同法人は平成１０年の設立当時

から犯罪被害者等に対する相談活動を継続的に実施しており，電話・面接相談や直接支援等におい

て年間１，０００件を超える支援実績を有している。 

市域内において，当該業務を適切に遂行できる条件，能力及び経験を備えた団体は，公益社団法

人京都犯罪被害者支援センターの他にないため，同法人を委託先に選定し，随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

京都市人権資料展示施設「ツラッティ千本」における人権啓発事業等実施業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局 くらし安全推進部 人権文化推進課 

 

３ 契約締結日 

平成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 

  京都市北区紫野北舟岡町４４番地３ 

特定非営利活動法人 くらしネット２１ 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，２５３，０００円 

 

７ 契約内容 

  京都市人権資料展示施設ツラッティ千本において実施する平成２８年度人権啓発事業として，次の

事項を委託する。 

  資料展示業務 

  来館者応対業務 

  歴史的資料等の調査・収集等業務 

  人権研修業務 

  日常管理業務 

 

８ 随意契約の理由 

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

千本地域に関する歴史的資料等の調査・収集，来館者への展示内容の説明や研修等についても，その

内容としている。 

  よって，委託先を選定するに当たっては，同和問題等の様々な人権課題についての理解に加え，千

本地域の歴史，まちの変遷やまちづくり運動の歩み等についての相当程度の専門的な知識を有し，確

実に業務を遂行できるか否かで判断する必要があるが，これに該当するのは，千本地域におけるまち

づくり事業と併せ，地域住民の生活と人権を守る取組をしている，特定非営利活動法人くらしネット

２１以外に適当な者がないことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき，

上記委託先と随意契約を締結した。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

京都市人権資料展示施設「柳原銀行記念資料館」における人権啓発事業等実施業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局 くらし安全推進部 人権文化推進課 

 

３ 契約締結日 

平成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 

  京都市下京区郷之町１３９番地 

特定非営利活動法人 崇仁まちづくりの会 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，１７１，０００円 

 

７ 契約内容 

  京都市人権資料展示施設柳原銀行記念資料館において実施する平成２８年度人権啓発事業として，

次の事項を委託する。 

  資料展示業務 

  来館者応対業務 

  歴史的資料等の調査・収集等業務 

  人権研修業務 

  日常管理業務 

 

８ 随意契約の理由 

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

崇仁地域に関する歴史的資料等の調査・収集，来館者への展示内容の説明や研修等についても，その

内容としている。 

 よって，委託先を選定するに当たっては，同和問題等の様々な人権課題についての理解に加え，崇

仁地域の歴史，まちの変遷やまちづくり運動の歩み等についての相当程度の専門的な知識を有し，確

実に業務を遂行できるか否かで判断する必要があるが，これに該当するのは，崇仁地域におけるまち

づくりの事業と併せ，地域住民の生活と人権を守る取組を推進している，特定非営利活動法人崇仁ま

ちづくりの会以外に適当な者がないことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定

に基づき，上記委託先と随意契約を締結した。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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年度消費生活総合センター事務室賃貸借 

 

２ 担当所属名 

文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター 

 

３ 契約締結日 

平成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 

大阪市中央区平野町四丁目１番２号 

  大阪ガス都市開発株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，９７０，２７２円  

 

７ 契約内容 

事務室賃貸借 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

市内中心に位置し，市営地下鉄烏丸線と東西線が交差する烏丸御池駅に直結した物件であり，ワ

ンフロアで業務上必要な賃借面積を確保でき，市民の利便性を考慮した結果， 適な場所にあると

考えるため。 

 

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 

京都市民法律相談事業業務委託（平成28年度上半期） 

 

２ 担当所属名 

文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター 

 

３ 契約締結日 

平成２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２８年９月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区富小路通丸太町下る桝屋町１番地 

京都弁護士会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，７０６，５０５円 

 

７ 契約内容 

京都市民無料法律相談事業業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該業務の実施に当たっては，本市が指定した日に，複数の弁護士を相談員として配置する必要

があるが，同一日における多数の弁護士の動員が可能であるとともに，担当弁護士が従事できない

などの突発的な事故が生じた場合であっても，代替弁護士の確保を確実に行える契約の相手方は京

都弁護士会のみであることから，競争入札に適さない。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

「学校教育をはじめ，あらゆる機会を通じた伝統的な文化芸術に触れる取組」事業実施に係る業

務委託契約 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 

 

３ 契約締結日 

平成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 

京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏町５４６番地の２ 

京都芸術センター内 

公益財団法人京都市芸術文化協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

「学校教育をはじめ，あらゆる機会を通じた伝統的な文化芸術に触れる取組」事業実施に係る業

務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，伝統的な文化芸術（伝統芸能や茶道，華道など）の分野において京都で活躍する優れ

た芸術家の方々に出演を依頼するとともに，市教育委員会との緊密な連絡調整のもと，伝統的な文

化芸術に関わるワークショップ及び公演鑑賞事業を実施するものである。 

従って，本事業を進めるに当たって，企画，運営において特に必要な能力としては，京都で活躍

する優れた芸術家に関する詳細な情報及びネットワークを活用した情報収集能力を有し，また，そ

の情報を活用することにより事業趣旨を理解したうえで，派遣・出演する芸術家候補の適切な選定

を行うことが求められる。 

公益財団法人京都市芸術文化協会は，「ようこそアーティスト文化芸術とくべつ授業」の受託者で

あり，また「夏休み芸術体験教室」（本市との共催事業）をはじめとする子どもを対象とした各種文

化事業の実施等により，従来から本市における文化芸術の発展に寄与している団体である。 

また，同団体は，257の個人，団体のさまざまな分野の芸術家，芸術団体により構成されており，

情報の蓄積が豊富であるとともに，構成員間のネットワークも構築している。このようなネットワ

ークを有するものは同協会をおいてほかにない。 

なお，同団体が有する当該芸術家，団体に関する会員情報やセンター使用者に関する情報は，派



遣する芸術家候補の選定に必要不可欠であるが，これらの情報は，個人情報保護の観点から非公開

とされており，他の団体はこれを利用することができない。 

以上のことから，当該契約内容を履行できる者は同協会をおいてほかになく，契約の相手方が特

定され，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号の

規定により公益財団法人京都市芸術文化協会と随意契約を締結する。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

平成28年度元離宮二条城出改札案内等業務委託について 

 

２ 担当所属名 

元離宮二条城事務所 

 

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 

京都市下京区綾小路通柳馬場東入る塩屋町60-2 ブロックМビル 

株式会社ワン・ワールド 

 

６ 契約金額（税込み） 

５８，８１５，７５２円 

 

７ 契約内容 

元離宮二条城出改札案内等業務（入城料及び観覧料等の徴収及び収納業務，二条城案内業務，世

界遺産・二条城一口城主募金受付業務，来城者用の城内音声ガイド機の貸出など） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

二条城は，世界遺産・国指定の史跡であるとともに，入城者が年間１７０万人を超える京都を代

表する文化観光施設である。 

契約の履行に当たっては，本業務が京都市内外の多くの観光客と毎日接するものであることから，

当該業務の従事者について観光客の受ける印象が，二条城，ひいては京都観光における評価の大き

な部分を占めることとなり，観光客５０００万人構想の実現を達成した京都市観光施策のより一層

の推進にも大きな影響を及ぼすものである。したがって，単に受託業務を遂行するにとどまらず，

観光客等への接客，案内等に対してより満足度の高いサービスを提供することが求められる。 

また，業務の履行場所が，国宝・二の丸御殿をはじめとする文化財建造物内及びその周辺である

ことから，文化財保護のための十分な見識を有するとともに，入城者に対する啓発や適切な案内を

行う能力等が必須のものとなる。 

更には，地震や台風などの災害時には，入城者を安全かつスムーズに避難誘導させる必要がある

など，緊急時における適切な対応も求められる。 

以上のことから，単に価格により契約の相手方を定める競争入札に付することは適しておらず，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当するため，随意契約によることとする。 

 

 



９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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。受託候補者選定委員会において，提案者に対するヒアリングを実施し，あらか

じめ定めた評価項目に基づき提案内容を審査した結果，評価点が高いことなどから委託契約先とし

て選定した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

元離宮二条城入城者集客業務について（平成２８年度分） 

 

２ 担当所属名 

元離宮二条城事務所 

 

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 

京都市下京区綾小路通柳馬場東入る塩屋町60-2 ブロックМビル 

株式会社ワン・ワールド 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，１７１，０００円 

 

７ 契約内容 

元離宮二条城入城者集客業務（旅行業者への広告，調整業務及び旅行業者が発行する観光クーポ

ン券の処理業務） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

二条城は，世界遺産・国指定の史跡であるとともに，入城者が年間１７０万人を超える京都を代

表する文化観光施設である。 

契約の履行に当たっては，本業務が京都市内外の多くの観光客と毎日接するものであることから，

当該業務の従事者について観光客の受ける印象が，二条城，ひいては京都観光における評価の大き

な部分を占めることとなり，観光客５０００万人構想の実現を達成した京都市観光施策のより一層

の推進にも大きな影響を及ぼすものである。したがって，単に受託業務を遂行するにとどまらず，

観光客等への接客，案内等に対してより満足度の高いサービスを提供することが求められる。 

また，業務の履行場所が，国宝・二の丸御殿をはじめとする文化財建造物内及びその周辺である

ことから，文化財保護のための十分な見識を有するとともに，入城者に対する啓発や適切な案内を

行う能力等が必須のものとなる。 

更には，地震や台風などの災害時には，入城者を安全かつスムーズに避難誘導させる必要がある

など，緊急時における適切な対応も求められる。 

以上のことから，単に価格により契約の相手方を定める競争入札に付することは適しておらず，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当するため，随意契約によることとする。 

 

 



９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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。受託候補者選定委員会において，提案者に対するヒアリングを実施し，あらか

じめ定めた評価項目に基づき提案内容を審査した結果，評価点が高いことなどから委託契約先とし

て選定した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

二の丸御殿障壁画模写委託（平成28年度）について 

 

２ 担当所属名 

元離宮二条城事務所 

 

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 

京都市右京区鳴滝本町69－2 

有限会社 川面美術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１８，４００，０００円 

 

７ 契約内容 

元離宮二条城二之丸御殿障壁画模写制作（二之丸御殿遠侍三之間北側長押上小壁貼付2面，同東側

襖貼付4面，同柳之間西側襖貼付4面，白書院一之間天井貼付4面の模写制作） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

二条城の障壁画模写事業については，事業開始時に文化庁から国宝建造物である二之丸御殿に相

応しい模写画との嵌め替えを行うように指導を受けたため，古色復元模写と呼ばれる特殊な技法に

よって行うこととなった。また，障壁画は各部屋全体にわたって描かれているため，制作技法の著

しい変更は御殿に嵌め替えた時に違和感を生じるため，絵具や本紙などの原材料はもちろん模写技

術の技量も同等水準を保つ必要がある。 

川面美術研究所は，文化財建造物の彩色や歴史的絵画の復元に実績があり，文化財の修復技術や

復元調査など模写制作に必要な特殊技能を有する技術者も所属している。また，二条城の古色復元

模写に事業開始当初から携わっている画家を有し，スタッフの技術力が優秀で，古色復元模写の実

績を持つ団体は川面美術研究所をおいて他になく，契約の相手方が特定され，その性質又は目的が

競争入札に適さないことから，地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するため，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 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成28年度文化財関係国庫補助特殊事業（二之丸御殿障壁画保存修理）業務 

 

２ 担当所属名 

元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

平成２８年 ４ 月 ２２ 日 

 

４ 履行期間 

平成２８年 ４ 月 ２２ 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 

京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町４４５番地日宝烏丸ビル２Ｆ１・２号 

一般社団法人国宝修理装こう師連盟 

 

６ 契約金額（税込み） 

７８，０９７，０００円 

 

７ 契約内容 

元離宮二条城二之丸御殿障壁画保存修理（重要文化財（美術工芸品）二条城二之丸御殿障壁画９

５４面（附６２面）のうち４４面の保存修理） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の履行にあたっては，当該障壁画の現状及び修理方法を熟知しているとともに，国指定文

化財修理に関する十分な知識と，乾式肌上げ法と呼ばれる表具技術など高度の専門的な技術力を有

していることが必要である。 

また，当該障壁画は９５４面（附６２面）という多数に及ぶが，御殿障壁画として一体のもので

あり，文化財としての価値を保持していくためには，適正な環境の下で一貫した修理を行う必要が

ある。そのためには，前年度までの修理との継続性が重要であり，年間４４面という多数に及ぶ障

壁画の修理を，同じ場所で同時並行的に行う必要がある。 

  当該委託先は，昭和３４年に国指定文化財を修理していた７工房（東京１，京都５，大阪１）の

代表者が参集し，装 技術の向上をはかると共にそれらに付帯する事業を行うことを目的として設

立され（現在は１２工房），平成７年には文化庁から選定保存技術の保存団体として認定されている。

現在１３４名（技師補および技師等８６名・主任技師３４名・技師長１４名）の保存技術者を抱え，

会員の技術力を高めるために修理技術者資格制度を設け，連盟の委託を受けた外部委員会が行う試

験により技術者を５段階に区分するなどの技能の向上を図っている。これまでに高度な修理技術を

必要とする高松塚古墳の国宝修理など，２０００件以上の国指定文化財修理の実績がある。 

  このように高度な技術力を保持し，多数の文化財を適正な環境の下で同時並行的に修理する能力

を有しているのは当該委託先の他になく，二条城二之丸御殿障壁画修理においても，平成１８年度



から２２年度までの５箇年にわたる文化財関係国庫補助特殊事業である第一次５箇年計画事業およ

び平成２３年度から２７年度までの第二次５箇年計画の修理を委託し実施してきた。 

本件については，競争入札には適しておらず，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定

に該当するため，契約の相手方として契約を締結する。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

史跡旧二条離宮（二条城）埋蔵文化財発掘調査業務 

 

２ 担当所属名 

元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

平成２８年 ４ 月 １５ 日 

 

４ 履行期間 

平成２８年 ４ 月 １５ 日から平成２８年 ５ 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） 

２，７１０，８００円 

 

７ 契約内容 

史跡旧二条離宮（二条城）埋蔵文化財発掘調査業務（二条城東側空間整備業務で第２駐車場とし

て整備する予定である「苗圃」において，苗圃周辺の石垣の状況を確認） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

二条城は世界遺産であり国指定史跡でもある。平成２０年４月２８日付け文化庁次長通知「今後

の埋蔵文化財保護体制のあり方について（通知）」（２０庁財第３６号）に添付されている報告第２

章２の（１）の④により，史跡指定地内での発掘調査は，史跡の保存に重大な影響が及ぶことがな

いよう適切に行われる必要があるため，基本的には整備等の計画・事業について指導委員会の指導・

助言を受け，その史跡を管理する地方公共団体が法による現状変更の許可を受けて実施することが

必要であり，本市文化財保護課職員が従事しなければならない。 

しかし，本市においては，文化財保護課が発掘調査を実施する体制が整備されていないことから，

埋蔵文化財の発掘調査及び研究を目的として京都市が昭和５１年に設立した公益財団法人京都市埋

蔵文化財研究所に発掘調査を依頼する。当該研究所は，設立以来数万件にも及ぶ発掘・立会調査を

担当し，遺跡の探査・検討するための知識が豊富である。  

したがって，本契約の性質が競争入札に適さない契約であり，地方自治法施行令第１６７条の２

第１項第２号の規定に該当するため。 

 

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 

平成28年度世界遺産二条城庭園他維持管理業務委託について 

 

２ 担当所属名 

元離宮二条城事務所 

 

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２８年 ５ 月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区七本松通中立売下ル三軒町７７ 

樋口造園株式会社  

 

６ 契約金額（税込み） 

２８，４５８，０００円 

 

７ 契約内容 

平成28年度世界遺産二条城庭園他維持管理業務（特別名勝二条城二の丸庭園，本丸庭園，清流園

及び外苑部における維持管理業務） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

契約の相手方の選定は，候補者の庭園に関する知識，文化財庭園における維持管理の実績，二条

城の歴史的経過の把握の程度，世界遺産としてまた特別名勝として相応しい維持管理方法を提案す

るための見識や考察力を比較することにより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。受託候補者選定委員会において，提案者に対するヒアリングを実施し，あらか

じめ定めた評価項目に基づき提案内容を審査した結果，評価点が高いことなどから委託契約先とし

て選定した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

二条城二の丸御殿障壁画嵌め替え及び剥落止め業務 

 

２ 担当所属名 

元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

平成２８年 ７ 月 ４ 日 

 

４ 履行期間 

平成２８年 ７ 月 ４ 日から平成２８年 １０ 月 ７ 日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町４４５番地 日宝烏丸ビル２Ｆ１・２号 

一般社団法人国宝修理装こう師連盟 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，３４８，３３６円 

 

７ 契約内容 

二条城二の丸御殿障壁画嵌め替え及び剥落止め業務（白書院障壁画嵌め替え業務，黒書院模写障

壁画剥落止め業務） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の履行にあたっては，国宝（建造物）二の丸御殿の障壁画原画の取り外し業務が含まれて

いるため，経年劣化の激しい障壁画の取り扱い状及び修理方法を熟知しているとともに，国宝(建造

物)二条城二の丸御殿内の建具等を作製するので，原画建具と同じ工法で作製する技術が必要であ

る。また原画と同等の材料・画法で作製した模写障壁画の剥落止め業務についても，原画と同等の

取り扱いが必要なため，高度の専門的な技術力を有していることが必要である。 

当該委託先は，昭和３４年に国指定文化財を修理していた７工房（東京１，京都５，大阪１）の

代表者が参集し，装 技術の向上をはかると共にそれらに付帯する事業を行うことを目的として設

立され（現在は１２工房），平成７年には文化庁から選定保存技術の保存団体として認定されている。

現在１３４名（技師補および技師等８６名・主任技師３４名・技師長１４名）の保存技術者を抱え，

会員の技術力を高めるために修理技術者資格制度を設け，連盟の委託を受けた外部委員会が行う試

験により技術者を５段階に区分するなどの技能の向上を図っている。これまでに高度な修理技術を

必要とする高松塚古墳の国宝修理など，２０００件以上の国指定文化財修理の実績がある。 

このように高度な技術力を保持し，限られた期間内に，上記の業務を遂行する能力を有している

のは当該委託先の他にないため，競争入札には適しておらず，地方自治法施行令第１６７条の２第

１項第２号の規定に該当するため契約の相手方として契約を締結する。 

 



９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

「元離宮二条城二之丸御殿大広間アクリル雨戸設計及び作成・設置」業務委託 

 

２ 担当所属名 

元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

平成２８年 ８ 月 １ 日 

 

４ 履行期間 

平成２８年 ８ 月 １ 日から平成２８年 １０ 月 ７ 日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区吉祥院向田東町８番地 

株式会社 奥谷組 

 

６ 契約金額（税込み） 

１４，５８０，０００円 

 

７ 契約内容 

元離宮二条城二之丸御殿大広間アクリル雨戸設計及び作成・設置 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  二之丸御殿大広間アクリル雨戸設計及び作成・設置は，国宝又は重要文化財の修理工事等の設計

又は施工業務の実績を有し，豊富な知識と見解を持つ業者であることが必要不可欠であり，また受

託業務を円滑に遂行できる能力を事前にチェックする必要がある。 

以上のことから，単に価格により契約の相手方を定める競争入札に付することは適しておらず，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当するため，随意契約によることとする。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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。受託候補者選定委員会において，提案者に対するヒアリングを実施し，あらか

じめ定めた評価項目に基づき提案内容を審査した結果，評価点が高いことなどから委託契約先とし

て選定した。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「元離宮二条城二之丸御殿大広間天井画のデジタル複製業務」業務委託 

 

２ 担当所属名 

元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

平成２８年 ８ 月 １ 日 

 

４ 履行期間 

平成２８年 ８ 月 １ 日から平成２８年 １０ 月 １４ 日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市北区中之島２丁目３番１８号 

凸版印刷株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２６，３００，１６０円 

 

７ 契約内容 

元離宮二条城二之丸御殿大広間天井画のデジタル複製業務（天井画はめ替え用パネルの仕様検討，

はめ替え用パネルの制作） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  元離宮二条城二之丸御殿大広間天井画のデジタル複製業務は，国宝又は重要文化財（建造物）内

の障壁画（天井画含む）のデジタル複製業務実績を有し，豊富な知識と見解を持つ業者であること

が必要不可欠であり，また受託業務を円滑に遂行できる能力を事前にチェックする必要がある。 

以上のことから，単に価格により契約の相手方を定める競争入札に付することは適しておらず，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当するため，随意契約によることとする。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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。受託候補者選定委員会において，提案者に対するヒアリングを実施し，あらか

じめ定めた評価項目に基づき提案内容を審査した結果，評価点が高いことなどから委託契約先とし

て選定した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

「元離宮二条城における案内サイン計画策定等業務」業務委託 

 

２ 担当所属名 

元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

平成２８年 ８ 月 ５ 日 

 

４ 履行期間 

平成２８年 ８ 月 ５ 日から平成２８年 ９ 月 ３０ 日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区紀尾井町３番２３号 

株式会社トータルメディア開発研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，４５０，０００円 

 

７ 契約内容 

元離宮二条城における案内サイン計画策定等業務（元離宮二条城におけるサイン計画，多言語看

板に係る発注仕様書案の作成） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  元離宮二条城における案内サイン計画策定等業務は，城郭又は寺社仏閣，博物館（博物館相当施

設を含む），観光施設やその他の集客施設等におけるサインの計画策定，デザイン制作又は看板製作

業務の実績を有し，豊富な知識と見解を持つ業者であることが必要不可欠であり，また受託業務を

円滑に遂行できる能力を事前にチェックする必要がある。 

以上のことから，単に価格により契約の相手方を定める競争入札に付することは適しておらず，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当するため，随意契約によることとする。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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。受託候補者選定委員会において，提案者に対するヒアリングを実施し，あらか

じめ定めた評価項目に基づき提案内容を審査した結果，評価点が高いことなどから委託契約先とし

て選定した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「元離宮二条城パンフレット作成（多言語化含む）業務」業務委託 

 

２ 担当所属名 

元離宮二条城事務所 

 

３ 契約締結日 

平成２８年 ９ 月 １ 日 

 

４ 履行期間 

平成２８年 ９ 月 １ 日から平成２８年 １０ 月 １４ 日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市北区豊崎3-19-3 PIAS TOWER 11F 

株式会社コンベンションリンケージ 

 

６ 契約金額（税込み） 

３，９７１，４８４円 

 

７ 契約内容 

元離宮二条城パンフレット作成（多言語化含む）業務（パンフレットの原稿，印刷データ作成） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  元離宮二条城における案内サイン計画策定等業務は，城郭又は寺社仏閣，博物館（博物館相当施

設を含む），観光施設やその他の集客施設等におけるパンフレットのデザイン又は製作業務の実績を

有し，豊富な知識と見解を持つ業者であることが必要不可欠であり，また受託業務を円滑に遂行で

きる能力を事前にチェックする必要がある。 

以上のことから，単に価格により契約の相手方を定める競争入札に付することは適しておらず，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当するため，随意契約によることとする。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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     

京都府・市町村共同公共施設案内予約システム運用業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

平成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 

京都市右京区西京極新明町１番地 

京都スポーツネットワーク 

 

６ 契約金額（税込み） 

２１，８５０，０００円 

 

７ 契約内容 

京都府・市町村共同公共施設案内予約システム運用業務（利用者登録，利用案内等） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都スポーツネットワークは，公益財団法人京都市体育協会が代表者を務める指定管理者グルー

プであり，西京極総合運動公園北側区域（ハンナリーズアリーナ，市民スポーツ会館，陸上競技場

兼球技場，補助競技場，わかさスタジアム）を管理している。 

特に，公益財団法人京都市体育協会は，京都市が出えんし，市民スポーツの普及・振興に関する

様々な活動を展開している団体であり，かつ，平成１７年度まで京都市のスポーツ施設を一元的に

管理し，平成１８年度から現在に至るまで，西京極総合運動公園北側区域の各施設，宝が池公園運

動施設，横大路運動公園施設及びその他有料運動公園等の施設管理に，指定管理者グループの代表

として携わるなど，各種施設の管理方法等について熟知している。 

さらに，平成８年から平成２０年１月まで，施設利用者の予約・貸出・使用料徴収を行う「京都

市スポーツ情報提供システム」（以下「旧システム」という。）を運用し，旧システムの運用内容を

継承した「京都府・市町村共同公共施設案内予約システム」への移行作業及びその後のシステム運

用（同年２月から運用開始）も行うなど，システムを運用するために必要となるノウハウ等を十分

に有している。 

これらのことから，施設利用者の観点に立ったサービスの向上，円滑かつ効果的で効率的な運用

を行うためには，同協会を代表とする京都スポーツネットワークを業務委託とすることが必要不可

欠であるため，同団体と随意契約を締結している。 

 



９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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     

西京極総合運動公園陸上競技場陸上電気室及び照明塔Ｃ塔，Ｄ塔間ケーブル更新業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

平成２８年６月３日 

 

４ 履行期間 

平成２８年６月４日から平成２８年６月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区朱雀内畑町７番地 

岡崎電工株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，０７６，０００円 

 

７ 契約内容 

西京極総合運動公園陸上競技場陸上電気室及び照明塔Ｃ塔，Ｄ塔間ケーブルの不具合箇所の特定

及び更新 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

電力調査により照明灯ケーブルの劣化が著しく照明灯が突然利用不能になる恐れがあることが判

明した。６月下旬より陸上競技場の夜間利用が多く予定されていたが，停電する可能性が高い状態

で放置し，突然停電した場合には夜間利用が不能となるため，大会運営等に多大な損害を与えるこ

とから，緊急に修繕を完了する必要があったため 

 

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１１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 

緊急対応の必要により一般競争入札に付することができなかったため，見積合わせにより契約の

相手方を選定することとし，京都市競争入札参加有資格者名簿から３社選定し，見積書の提出を受

けた。その中で岡崎電工株式会社が も低い金額を提示したため，契約の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     

京都市重要文化財旧武徳殿改修業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

平成２８年６月２１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年６月２２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 

京都市東山区三条通南二筋目白川筋西入唐戸鼻町 

株式会社澤野工務店 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，７２８，６４０円 

 

７ 契約内容 

床板や畳の劣化，建具の建付けの不具合，壁の亀裂等の修繕及び堂内清掃 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  老朽化が進んでいる旧武徳殿については，平成２８年１０月１９日，２０日の「スポーツ・文化・

ワールドフォーラム」の開催に合わせ修理を行っていく必要があったが，利用者の多い旧武徳殿に

おいて，利用の無いまとまった期間が平成２８年７月４日～１５日しかなく，この期間に床，畳，

堂内清掃等を行うためには，材料調達等の準備期間考慮すると，緊急に業者決定をする必要があっ

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１１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 

緊急対応の必要により一般競争入札に付することができなかったため，見積合わせにより契約の

相手方を選定することとし，京都市競争入札参加有資格者名簿から３社選定し，見積書の提出を受

けた。その中で株式会社澤野工務店が も低い金額を提示したため，契約の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 

横大路運動公園の再整備・防災機能強化に係る整備計画見直し検討及び地質等調査業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

平成２８年６月２８日 

 

４ 履行期間 

平成２８年６月２８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 

京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 

パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

５２，３８０，０００円 

 

７ 契約内容 

横大路運動公園再整備計画に係る下記４点の業務委託 

  硬式野球場の整備方針検討（観戦スタンド・諸室等の工法比較，その他防球ネット等の検討） 

  計画見直しのための地質等状況調査 

  運動公園全体の再整備計画の見直し 

   ～ を踏まえた全体のとりまとめ 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

各業者におけるこれまでの受託実績や企画提案等のノウハウについて総合的に判断する必要があ

り，競争入札に適しないものであるため，公募型プロポーザルにより選定した相手方と随意契約を

結んだ。 

横大路運動公園は廃棄物埋立処分地として活用されていた経過があることから，本業務は，廃棄

物の処理及び清掃に関する法律等各種法律やガイドラインに沿って履行する必要がある。また，再

整備の中で硬式野球場を新たに建築するため，廃棄物関連・建築関連等総合的な実績・ノウハウが

求められる。 

 

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の結果として，総合評価点が基準を超え，業務を実施し得る能力を有すると

判断したため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名     

京都アクアリーナメインプール系統及び飛込プール系統ろ過装置改修業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

平成２８年８月１６日 

 

４ 履行期間 

平成２８年８月１６日から平成２８年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区南森町１丁目４番１０号 

株式会社水処理管理センター 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，８３２，０００円 

 

７ 契約内容 

メインプール系統及び飛込プール系統ろ過装置に係るシーケンス制御プログラム改修業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

メインプール及び飛込プールに設置しているろ過装置については，シーケンサーにより制御され

ており，当該プログラムを更新改修するに当たっては，システム構成を熟知しているものでなけれ

ば本契約を履行できず，本機器の設置者である株式会社水処理管理センターに以外では契約の目的

を達成できないため 

 

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     

京都アクアリーナ照明制御設備更新改修業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

平成２８年８月１６日 

 

４ 履行期間 

平成２８年８月１６日から平成２８年１２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城見２丁目１番６１号 

パナソニックＥＳエンジニアリング株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，２６８，４００円 

 

７ 契約内容 

照明制御主操作盤更新業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該照明についてはパナソニック製の設備により一括管理しており，当該設備の一部を更新改修

するに当たっては，制御系統からの指令が末端の各機器に正しく伝わっているか確認する必要があ

り，システム構成を熟知しているものでなければ本契約を履行できず，当該設備の製造メーカーで

あるパナソニック（株）の保守メンテナンス部門であるパナソニックＥＳエンジニアリング株式会

社以外では契約の目的を達成できないため 

 

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     

平成２８年度生涯スポーツ講習会における管理運営業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局市民スポーツ振興室 

 

３ 契約締結日 

平成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 

京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０番地１ 

  第８長谷ビル２階 

株式会社ビバ 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，３２７，８００円 

 

７ 契約内容 

平成２８年度生涯スポーツ講習会における管理運営業務（講習会の日程管理，当日運営補助等） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 本事業は，市民スポーツの活動拠点である本市所管の地域体育館や武道センターにおい 

て，市民がスポーツに取り組むきっかけを提供し，市民スポーツの裾野を拡げるための根 

幹となる事業である。 

 本事業の実施にあたっては，次の観点から受託先を選定する必要がある。 

  ① 提示した開講日時に会場である各地域体育館の確保ができること 

  ② レッスン開催等のスポーツ指導に係る豊富なノウハウを持っていること 

  ③ 一般の施設利用者との調整を効率的に行えること 

  ④ 生涯スポーツ講習会の広報・集客を効果的に行えること 

 上記すべての要件を満たす受託先は，スポーツクラブ事業運営を行っており，地域体育 

館の指定管理者でもあるビバ・オリックスグループ及びビバ・オリックスリコメンドグル 

ープの代表者である株式会社ビバ以外に存在しないため。 

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   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 

  旧三井家下鴨別邸主屋ほか２棟保存修理事業について 

 

２ 担当所属名 

  文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

  平成２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２８年４月１日～平成２８年１２月３１日 

 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

京都府教育委員会  

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，８００，０００円 

 

７ 契約内容 

重要文化財旧三井家下鴨別邸主屋ほか２棟の保存修理事業委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

国庫補助事業による保存修理の補助要項に則り京都府へ委託 

 

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 

 国庫補助事業による保存修理の補助要項では，京都府内の重要文化財建造物の修理は京都府へ 

委託することとなっているため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

国有文化財及び名勝雙ヶ岡等管理委託料 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

平成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 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町２６５番地の１ 

 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所  

 

６ 契約金額（税込み） 

３４，６６５，１８９円 

 

７ 契約内容 

名勝雙ケ岡等の史跡の適切な維持管理 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由）  

  京都市内には数多くの史跡等が点在している。これらの史跡等について良好な維持管理を行う      

には，一般の樹木等の管理業務に加えて，災害時の緊急措置に対応できる史跡等に関する専門的知

識及び文化財の保護に関する専門技術を有している必要があり，これら複数の条件を満たすのは（公

財）京都市埋蔵文化財研究所に限られるため  

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

重要遺跡出土文化財整理業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

平成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） 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の1 

公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所  

 

６ 契約金額（税込み） 

１９，９９９，９８０円 

 

７ 契約内容 

出土遺物の活用頻度に応じた効率的な保管・活用を実施するために行う分類作業 

 

８ 随意契約の理由 

重要遺跡出土文化財整理業務は，活用度に応じた遺物の取捨選択を速やかに実施する基礎能力と

して，時期決定に必要な土器編年を保持，熟知している必要がある。 

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

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

権を有する公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所と契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

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

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

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

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

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



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

遺物の大半を保管管理している。 

 

11 その他 

出土文化財整理業務に必要な京都市内出土土器の編年を確立し，その著作権を有している団体 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

出土遺物の保管，管理業務等の委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

平成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） 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の1 

公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所  

 

６ 契約金額（税込み） 

６９，４８５，０００円 

 

７ 契約内容 

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

 

８ 随意契約の理由 

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

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

出土文化財を保有している。 

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

するとともに，出土文化財を効率的に管理するのに必要な文化財の時期決定手段である京都市内の土器

編年を確立し，その著作権を有する公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所と契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

（１） 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所（以下「研究所」という。）は，埋蔵文化財の発掘調

査及び研究を目的として京都市が昭和５１年に設立した法人である。平成１２年度以来，京都

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

ついての知識が豊富である。 



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

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

遺物の取扱い技術を有している（１０万箱を越える遺物量の取扱い実績を有するのは福岡市教

育委員会文化財保護課と研究所の２組織しかない。）ことから，当該事業を委託するのに 適

である。 

 

11 その他 

出土遺物の効率的な保管・管理に必要な京都市内出土土器の編年を確立し，その著作権を有して

いる団体 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市無形文化遺産展示室施設管理委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

平成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） 

京都市中京区室町通蛸薬師下ル山伏山町５５４番地 

 公益財団法人祇園祭山鉾連合会  

 

６ 契約金額（税込み） 

５，９５５，１８０円 

 

７ 契約内容 

京都市無形文化遺産展示室施設管理委託 

 

８ 随意契約の理由 

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

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

知識を有している。 

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

施が期待できる。 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

埋蔵文化財出土遺物文化財指定準備業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

平成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） 

京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の1 

公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所  

 

６ 契約金額（税込み） 

３０，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

本市が所有し保管する数多くの出土遺物の中から，国の重要文化財指定（美術工芸品 考古資料）

クラス，京都市指定文化財（美術工芸品 考古資料）クラスの出土遺物を選定し，指定に向けた資

料（出土遺物の文化財的価値の評価，分類，計測，写真撮影など）を作成する。 

 

８ 随意契約の理由 

埋蔵文化財出土遺物文化財指定準備業務は，ランク分け作業を終えたＡランク出土品（約 1 万箱）

を対象として，文化財指定クラスの物品を抽出し，指定に向けた資料を作成する作業であり，出土

遺物及び市内の発掘調査に関する豊富な知識と多量の遺物を効率的に扱うことの出来る組織でなけ

れば出来ない。 

これらの条件を満たす組織としては，出土遺物の時期決定手段である京都市内の土器編年を確立

し，その著作権を有する公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所以外にないため公益財団法人京都市

埋蔵文化財研究所と契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

（１）公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所（以下「研究所」という。）は，昭和 51 年 10 月に設立認



可を受けた京都市出捐の財団法人である。研究所は設立以来，市内で行われた発掘調査の大半を

担当しており，出土遺物の内容について掌握している。 

（２） 研究所は，組織内部に遺物の整理，保管，管理及び活用を担当する資料課があり，専門性に優 

れているとともに，大量の考古資料の取扱いにも習熟している。 

 

11 その他 

文化財指定には正確な時代決定が必要であり，その時代決定の根幹をなす京都市内出土土器の編

年を確立し，その著作権を有している団体 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２８年度 特別天然記念物オオサンショウウオの緊急生息調査委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８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 

神戸市中央区御幸通２－１－１８－７０４ 

一般社団法人 兵庫県自然保護協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市内の河川における，特別天然記念物オオサンショウウオとチュウゴクオオサンショウ 

ウオの交雑化の状況を明らかにするために，生息調査を行い捕獲された個体のＤＮＡ判定を 

行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本調査は，特別天然記念物の遺伝子形質の保全を目的とする全国で初めての調査である。委託先 

には，オオサンショウウオの生態や遺伝子情報について専門的知識が必要であるとともに，文化 

庁から捕獲許可を得るための捕獲調査実績と捕獲した交雑種の飼育施設が必要となり，このよう 

な条件を満たすのは１者しかないため。 

 

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   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 

捕獲した全頭についてＤＮＡ判定を行い，捕獲した交雑種を隔離飼育する能力を有するのは，兵

庫県自然保護協会以外にはないため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名  

  平成２８年度重要文化財（建造物）旧三井家下鴨別邸庭園等整備業務 

 

２ 担当所属名   

  文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

  平成２８年４月１８日 

 

４ 履行期間 

  平成２８年４月１８日～平成２８年９月３０日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市左京区聖護院西町１８ 

株式会社高石造園土木 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）４６，７３１，６００円 

（変更後）４８，５４９，７２１円 

 

７ 契約内容 

重要文化財旧三井家下鴨別邸の庭園等の整備業務実施 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

プロポーザルの実施により委託業者を選定した。 

 

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 

 重要文化財指定を受けている庭園を整備するため，文化財庭園の整備に実績のある業者を選定 

するため，プロポーザルを実施した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

埋蔵文化財発掘調査支援業務委託料（伏見城跡・指月城跡） 

 

２ 担当所属名 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

 

３ 契約締結日 

 平成２８年８月１８日 

 

４ 履行期間 

平成２８年８月１８日から平成２８年１０月７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） 

 ６，８６８，８００円 

 

７ 契約内容 

伏見城跡・指月城跡発掘調査支援業務 

 

８ 随意契約の理由 

（公財）京都市埋蔵文化財研究所は昭和51年の設立以来，数万件にも及ぶ発掘・立会調査を担当

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

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

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

（公財）京都市埋蔵文化財研究所と契約を締結する。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

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

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

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

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

事業の執行に係る留意事項」）とされ，補助事業は原則直営が求められている。 



   本件は本市が実施する埋蔵文化財発掘調査の支援業務である。支援事業は埋蔵文化財に関する

専門的な知識や技術を要することから，市街地の大半が遺跡であり数量的に直営調査を補う組織

として，本市出捐により（公財）京都市埋蔵文化財研究所を設立している。当該財団は，支援業

務に不可欠な時代決定に必要な京都市内出土土器の編年を確立し，その著作権を有しており，当

該財団が も適当である。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市美術館における24時間常駐警備及び巡回警備等業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局美術館総務課 

 

３ 契約締結日 

平成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 

大阪府大阪市港区築港３丁目５番１２号 

日本パナユーズ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，２４１，０４０円 

 

７ 契約内容 

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

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

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

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

ることから，常駐警備と機械警備を同一受託者で実施する必要がある。 

そのため，競争入札により機械警備契約の相手先となった日本パナユーズ株式会社を契約相手先

として随意契約を締結する。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

京都市美術館再整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査業務（第３期）委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局美術館総務課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年８月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年８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） 

１５０，２８２，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市美術館再整備事業の実施に伴い，円勝寺跡・成勝寺跡・白河街区跡・岡崎遺跡に当たる範

囲の埋蔵文化財発掘調査を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 当該調査については，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，契約相手方は京都市内で継続して発掘調査を実施していること，履行に必要な人員・機材等

を保有していること及び契約締結の意向があることを満たすことが必要となる。これらの条件を，

候補となる３者に確認したところ，京都市埋蔵文化財研究所のみがすべての条件を満たしているた

め当該事業者を契約相手先として随意契約を締結する。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

区役所・支所の構内電話設備の保守管理業務 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成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 

京都市中京区烏丸三条上ル場之町６０４ 

西日本電信電話株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，２２５，４４０円 

 

７ 契約内容 

区役所・支所の構内電話設備の保守 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

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

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

て保守管理を行う必要がある。 

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

話株式会社が行っている。 

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

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

として選定する。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

平成２８年度（４月から６月まで）市民しんぶん等配布委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２８年６月３０日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府久世郡久御山町林鍬ノ本２－２８ 

株式会社デリバリーサービス 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）９，２５８，９４８円 

 

７ 契約内容 

広報物（市民しんぶん全市版・区民版，ポスター，パンフレット，チラシ，選挙公報）を市政協

力委員へ配布する業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  市政協力委員の改選時期（４月～６月）には，市民しんぶん等配布物の受渡時にも配布先の変更

や受渡方法の指示等が頻繁に行われ，配布業者にも柔軟な対応が求められる。そのため，業務に

不慣れな新規の配布委託業者では，市政協力委員とのトラブルや市民しんぶんの配布を発行日ま

でに完了できない等のケースが発生する恐れがあることから，配布業務が混乱する可能性のある

市政協力委員の改選時期においては，業務に精通している平成２７年度配布委託業者と契約する。 

 

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 

平成２７年度配布委託業者であり，業務に精通しているため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

戸籍システム パッケージ保守 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成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 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１７，９３９，８８０円 

 

７ 契約内容 

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

て，以下（１）～（３）の保守業務を実施する。 

 （１）機能強化対応 

 （２）不具合対応 

 （３）法改正対応 
 

８ 随意契約の理由 

  戸籍システムは（ＲＥＰＲＯＳ－Ｘ）は日本電気株式会社が構築しており，仕様等の詳細は同社

しか分からないことから，契約の相手方は日本電気株式会社に限られるため 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

戸籍システム サポートセンター業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成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 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

戸籍システム サポートセンター業務委託コンソーシアム 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，０６９，１８６円 

 

７ 契約内容 

戸籍システムの円滑な運用支援（端末操作に関する問合せへの回答等）の重要な拠点として，「戸

籍専用サポートセンター」を設置し，電算化後の戸籍事務に支障をきたさない体制を構築する。 

 

８ 随意契約の理由 

 戸籍システムは（ＲＥＰＲＯＳ－Ｘ）日本電気株式会社が構築しており，仕様等の詳細は同社し

か分からないこと及びＲＥＰＲＯＳ－Ｘの操作方法に関する問合せに対応できるサポートセンター

を設置している業者が株式会社アイアールシー・データ・プロ・テクニカ以外にないことから，両

社で形成されるコンソーシアムを相手方とした。 

  

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

戸籍システム 運用保守業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成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 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

戸籍システム 運用保守業務委託コンソーシアム 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，９６０，０００円 

 

７ 契約内容 

  本市と受託者で以下の作業を分担し，実施する。 

（１）戸籍システム日次ジョブ確認（ハードウェア） 

 （２）戸籍システム日次ジョブ確認（システム） 

 （３）ウイルス定義ファイル更新 

 （４）バックアップ用ＬＴＯ交換 

 （５）緊急対応 

 （６）問合せＱＡ集の作成 

 （７）外字作成 

 （８）外字更新 

 （９）住所辞書更新 

 （10）役場便覧更新 

（11）通り名辞書更新 

 （12）システム更新 

 （13）越年処理 

 （14）年度処理（事件表更新） 

 （15）年度処理（区長名等更新） 

 （16）年度処理（職員情報更新） 

 （17）年度処理（操作権限付与） 

 （18）年度処理（年度切替え） 

 （19）戸籍副本データ送信確認 



 （20）作業状況報告 

 （21）データ抽出作業 

  (22) 停電対応 

 

８ 随意契約の理由 

戸籍システムは（ＲＥＰＲＯＳ－Ｘ）日本電気株式会社が構築しており，仕様等の詳細は同社し

か分からないこと及びＮＥＣシステムテクノロジー株式会社が戸籍システムをはじめとする日本電

気株式会社が構築した数多くのシステムの運用保守実績があり運用体制も確立されていることか

ら，両社で形成されるコンソーシアムを相手方とした。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市個人番号カード交付関連業務従事者派遣 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成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 

東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 

キャリアリンク株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）２４９，０８４，８２２円 

 

７ 契約内容 

（１）通知カード及び個人番号カードに関する来庁者及び電話での問合せ対応 

（２）通知カード返戻業務 

（３）個人番号カード交付前業務 

（４）個人番号カード交付業務 

（５）その他個人番号関連業務 

 

８ 随意契約の理由 

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

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

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

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

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

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

行った。 

 

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 



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

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

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

会社を受託候補者として選定した。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

市民窓口システムハードウェア及びプログラムプロダクト保守 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２８年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２８年７月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

市民窓口システムハードウェア及びプログラムプロダクト保守コンソーシアム 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，４３１，５５２円 

 

７ 契約内容 

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

び障害復旧に向けた作業を行い，実施した内容について，報告を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

市民窓口システムの保守業務は日本電気株式会社に限られる。ただし，当該保守業務の履行に当た

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

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

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

ムと契約を締結することとした。 
 

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 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

市民窓口システムハードウェア及びプログラムプロダクト保守 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２８年８月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年８月１日から平成２８年１２月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

市民窓口システムハードウェア及びプログラムプロダクト保守コンソーシアム 

 

６ 契約金額（税込み） 

２０，５３９，４４０円 

 

７ 契約内容 

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

び障害復旧に向けた作業を行い，実施した内容について，報告を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

市民窓口システムの保守業務は日本電気株式会社に限られる。ただし，当該保守業務の履行に当た

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

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

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

ムと契約を締結することとした。 
 

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 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

    市民窓口システム及び住民基本台帳ネットワークシステム用機器に係るＳＥサポート 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２８年８月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年８月１日から平成２８年１２月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

市民窓口システム及び住民基本台帳ネットワークシステム用機器に係るＳＥサポートコンソーシ

アム 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，１５６，０００円 

 

７ 契約内容 

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

及び障害復旧に向けた作業を行い，実施した内容について，報告を行う。 

（２）導入したソフトウェア製品において，バージョンアップ等が必要な場合，対応方針について協

議を行ったうえ，適用作業を実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

市民窓口システムの保守業務は日本電気株式会社に限られる。ただし，当該保守業務の履行に当た

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

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

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

ムと契約を締結することとした。 
 

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 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

市民窓口課端末機器等リース 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２８年８月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年８月１日から平成２８年１２月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

株式会社ＪＥＣＣ 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，１７９，０５５円 

 

７ 契約内容 

  各区役所・支所市民窓口課等において各種証明書を発行する際に使用するシステム端末の賃借 

 

８ 随意契約の理由 

 現在の機器リース契約が平成２８年７月末で終了し，８月から情報化推進室において機器更新を

行う予定だったが，機器更新が平成２９年１月になったため，８月１日からの５箇月間，端末をリ

ースする必要が生じた。 

 しかし，新規で５箇月間のリースを行う場合，期間が短いためリース料が高額となるばかりでな

く，端末の動作確認等に別途費用を要し，不経済であることから，現在設置している端末を引き続

き使用することが現実的である。 

 そのため，現在使用している端末を引き続きリースできるのは株式会社ＪＥＣＣのみであるため，

同社とのリース契約を随意契約にて締結する。 

 

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 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

市民窓口システム機器等リース 

 

２ 担当所属名 

文化市民局地域自治推進室 

 

３ 契約締結日 

平成２８年８月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年８月１日から平成２８年１２月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

株式会社ＪＥＣＣ 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，３３３，９００円 

 

７ 契約内容 

  土日開所システム及びバックアップシステムのサーバー，各種証明書を発行する際に使用するプ

リンター及びカードリーダライタのリース 

 
 

８ 随意契約の理由 

  現在の機器リース契約が平成２８年７月末で終了し，８月から情報化推進室において機器更新を

行う予定だったが，機器更新が平成２９年１月になったため，５箇月間，端末をリースする必要が

あった。 

  しかし，５箇月間の新規リースをした場合，期間が短いため高額となり，現在設置している端末

を引き続き使用することが現実的であるため現在リースしている端末を使用するが，端末のリース

は株式会社ＪＥＣＣのみが可能であったため，随意契約とした。 

 
９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２８年度京都市動物園植栽管理業務委託 

 

２ 担当所属名 

文化市民局動物園総務課 

 

３ 契約締結日 

平成28年06月13日 

 

４ 履行期間 

平成28年06月13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 

京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町４５ 

植彌加藤造園株式会社 

６ 契約金額（税込み） 

9,720,000円 

 

７ 契約内容 

動物園の植栽計画の立案・実施及び植栽の維持管理業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務については，単に植栽の剪定や伐採を実施するだけでなく，京都の森をはじめとする整備

施設のコンセプトに基づいた植栽管理計画を策定し，必要な植樹等を実施することで，動物園全体

の魅力向上等の得られる効果が大きく異なるため，それらのノウハウが必要となる。 

加えて，動物園では来園者が増加しており，来園者の踏圧により芝生が枯死するなどの問題が発

生しており，これらの問題解決に当たっては，ノウハウによって計画的な維持管理計画を策定し，

実施する必要がある。 

このため，契約の相手方については，契約の相手方のノウハウ，考え方が大きく結果に影響され

るため，必ずしも契約価格に比例しないことから，各候補者の体制や業務内容，過去の実績等を比

較して も優れた者を決定するため，各候補者に提案を求めるプロポーザル方式により選定した。 

 

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 


