
001 平成28年10月14日 海外有力メディアを活用した京都の魅力発信事業
（当初）6,890,400

（変更後）7,502,618
産業観光局観光MICE推進室

（公財）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

002 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
(当　初)10,000,000
(変更後) 7,800,000

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

003 平成28年10月04日
平成２８年度森林保全ニホンジカ防除対策に係る業
務

9,641,160 
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

004 平成28年10月14日 平成２８年度京都三山の森再生業務 12,960,000 
産業観光局農林振興室林業
振興課

一般社団法人京都森林整備隊
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

005 平成28年11月25日 平成28年度松くい虫防除事業(奨励・秋期)業務委託 5,724,000 
産業観光局農林振興室林業
振興課

京都市森林組合
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

006 平成28年12月07日 平成２８年度北山丸太の需要促進業務委託 13,976,280 
産業観光局農林振興室林業
振興課

株式会社博報堂
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

007 平成28年12月16日
平成２８年度四季・彩りの森復活プロジェクト四季
の森施業等業務

17,347,500 
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

008 平成29年01月31日
平成２８年度総合獣害対策モデル事業ニホンザル位
置情報システム構築等業務

6,458,400 
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

009 平成29年02月01日
平成２８年度北山丸太の新規需要開拓業務委託
（北山丸太の新用途商品による展示室等の設置）

5,000,000 
産業観光局農林振興室林業
振興課

株式会社丸井
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

010 平成29年11月14日
青果北荷捌き場棟建築工事に係る産業廃棄物処理業
務

(当　初)114,209,721
(変更後) 101,363,392

産業観光局中央卸売市場第
一市場

㈱岡野組
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

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



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

海外有力メディアを活用した京都の魅力発信事業 

 

２ 担当所属名 

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室 

 

３ 契約締結日 

（当初） 平成２８年１０月１４日 

（変更後）平成２８年１２月２２日 

 

４ 履行期間 

平成２８年１０月１４日から平成２９年１月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町２４０番地京都商工会議所５階 

  公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （当初） ６，８９０，４００円 

（変更後）７，５０２，６１８円 

 

７ 契約内容 

⑴ 情報発信を行う海外（主に米国）のメディアの選定 

⑵ 掲載枠の確保 

⑶ 掲載原稿の作成及び掲載写真の手配 

⑷ 掲載先メディアとの調整 

⑸ その他，本事業を実施するに当たり必要と認められる事項 
 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

アンド・レジャー）」誌の「ワールドベストアワード」において，5 年連続ベスト 10 入りした

本市への高い注目度を維持しつつ，喫緊の課題である有名観光地の混雑解消に向けて，影響力

の高い海外の有力メディアを通じて，有名観光地でだけではない京都の魅力の多彩さ，奥深さ

について発信し，観光客の分散化を図るものである。 

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

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

な立場から PR できると同時に，市内観光事業者との幅広いネットワークを有している主体を

選定することが必要であり，主として価格以外の要素における競争によって契約の相手方を選

定する必要がある。 

 



９ 根拠法令 

  □地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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公益財団法人であり，

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

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

い。 

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

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

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

など，メディアを活用した PR 事業のノウハウを持っている。 

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

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

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

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

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

ベンションビューローを選定する。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

「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 

（当 初）平成２８年４月１日 

（変更後）平成２９年３月１３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 

東京都品川区西五反田７丁目１３番地６号 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） 

（当 初）１０，０００，０００円 

（変更後） ７，８００，０００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） 

当初，２８年度に２件の新規拠点開設を目標として業務を進めていたものの，物件が開設できな

かったほか，一部の物件については年度途中で運営を終了したことから，物件開設及び運営に関す

る経費を減額するもの。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 



10 契約の相手方の選定理由 

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。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名      

平成２８年度森林保全ニホンジカ防除対策に係る業務 

 

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１０月４日 

 

４ 履行期間 

平成２８年１０月５日から平成２９年３月２７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） 

９，６４１，１６０円 

 

７ 契約内容 

防鹿柵の設置作業（雪圧状況調査含む），単木保護ネットの補修等作業，防鹿柵設置説明看板の製

作等作業，動物忌避剤による防除対策及びその効果の検証。 

 

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，市有林の地形，森林及び湿原植生の生育状況に精通し，その保全，管理及び

有害鳥獣からの防除について，適切な判断ができる相手方と契約する必要があり，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２－２

－（１）－ウによる随意契約を行った。 

契約を締結した公益財団法人京都市森林文化協会は，これまでから久多市有林の保護巡視業務や

山村都市交流の森エリア維持管理業務を担い，久多市有林の地形，森林及び湿原植生の生育状況に

精通するとともに，森林の保全及び整備に関する専門的知識を有しており，また，防鹿柵の設置及

び補修に必要な経験や実績を有していることから，本委託業務を実施することができる唯一の団体

であるため。 

  

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

 

 



10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名      

平成２８年度京都三山の森再生業務 

 

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１０月１４日 

 

４ 履行期間 

平成２８年１０月１５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 

京都市北区大宮土居町２丁目１４番地 

一般社団法人京都森林整備隊 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，９６０，０００円 

 

７ 契約内容 

森林整備及び案内表示板の設置 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の実施に当たっては，実施箇所の表層地質や地形の凹凸などの森林立地条件等に応じて，

植栽する樹種の選定及び景観形成に配慮した植栽方法並びに適切な獣害対策において高度の専門技

術と経験を有する相手方と契約する必要があることから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項

第２号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。 

委託先の選定に当たっては，公募型プロポーザルを実施し，「京都三山の森再生業務受託候補者選

定委員会」において審査を行った結果，一般社団法人京都森林整備隊を本業務の委託先として選定

した。 

  

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名      

平成２８年度松くい虫防除事業（奨励・秋期）業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室林業振興課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年１１月２５日 

 

４ 履行期間 

平成２８年１１月２６日から平成２９年２月１５日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市北区上賀茂二軒家町９番地 

京都市森林組合 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，７２４，０００円 

 

７ 契約内容 

当年度に枯死した松くい虫被害木の伐倒及び松くい虫の駆除 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

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

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

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

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

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

林組合」と随意契約を行った。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

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年度北山丸太の需要促進業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室林業振興課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年１２月７日 

 

４ 履行期間 

平成２８年１２月８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 

大阪府大阪市北区中之島２丁目２番地７号 中之島セントラルタワー 

株式会社博報堂関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１３，９７６，２８０円 

 

７ 契約内容 

北山丸太の新たな流通経路の開拓に向けて，北山丸太の生産者と住宅やマンション，ホテルの建

築会社等の事業者を含めた意見交換会等の開催や，第23回建築建材展２０１７の参画により，事業

者等から北山丸太の活用に関する課題やニーズ等を収集・分析し，北山丸太の需要促進に向けた提

案書等の作成。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

北山丸太の新たな流通経路を開拓するため，北山丸太の活用に向けた意見交換会等の開催や第23

回建築建材展2017の出展により，多くの事業者等から北山丸太の活用に関する課題等を収集すると

ともに，北山丸太を魅力的にPRし，全国的な販路開拓に繋げるなど，事業者を取り込んだ新たな販

路拡大に向けた企画・運営が必要である。また，事業者等から収集した北山丸太の活用に関する課

題やニーズ等を分析し，北山丸太製品の需要促進に向けた提案書等を作成する必要があることから，

林業振興に関する知識や北山丸太の特性等を把握している必要がある。 

以上のことから，本業務を効果的かつ効率的に達成するためには，価格以外の要素を比較し，契

約の相手方を決定する必要があり，公募型プロポーザル方式により，受託候補者を選定した。 

 

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 

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年度四季・彩りの森復活プロジェクト四季の森施業等業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室林業振興課 

 

３ 契約締結日 

平成２８年１２月１６日 

 

４ 履行期間 

平成２８年１２月１７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） 

１７，３４７，５００円 

 

７ 契約内容 

森林整備及び保育，案内表示板の設置 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の実施に当たっては，実施箇所の表層地質や地形の凹凸などの森林立地条件等に応じ，樹

種の選定や植栽方法，適切な獣害対策等において，高度な専門技術と経験を有する相手方と契約す

る必要があることから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号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。 

委託先の選定に当たっては，公募型プロポーザルを実施し，「四季・彩りの森復活プロジェクトに

係る四季の森施業等業務受託候補者選定委員会」において審査を行った結果，公益財団法人京都市

森林文化協会を本業務の委託先として選定した。 

  

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２８年度総合獣害対策モデル事業ニホンザル位置情報システム構築等業務 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室林業振興課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１月３１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年２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丁目１０番地１３号 

株式会社野生動物保護管理事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，４５８，４００円 

 

７ 契約内容 

  京都市左京区久多地域内に生息するニホンザル京都Ｄ群に関するニホンザル位置情報システムの

構築等。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

左京区久多地域には，京都Ｄ群のほか，ハナレザルも多く生息しており，本業務の実施にあたっ

ては，左京区久多地域の地形及び京都Ｄ群，ニホンザル位置情報システムに精通し，地元住民への

追い上げ，捕獲の効率化等の研修を行うための専門的な知識と技術を有する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，京都府の野生ニホンザルの生息動態調査に関する委託業務

の受託先として，昨年，左京区久多地域にて現地調査を実施しており，当地域の地形及び当地域内

の京都Ｄ群に精通し，本年，本市のニホンザル京都D群の行動圏調査業務を受託している。また，

ニホンザル位置情報システムに精通し，住民への本システムを活用した追い上げ，捕獲の効率化等

の研修会開催の経験と専門的な知識，技術を有している。したがって，当団体は，本随意契約理由

のすべての条件を満たした唯一の団体であることから，本業務の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 

平成２８年度北山丸太の新規需要開拓業務委託（北山丸太の新用途商品による展示室等の設置） 

 

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２９年２月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年２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 

東京都中野区中野4丁目3番地2号 

株式会社丸井 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

北山丸太の新たな使い方の提案として，多くの消費者が訪れる市内施設に，北山丸太の新用途商

品による展示室等を設置することにより，住宅や商業施設等に北山丸太が利用されるように魅力的

にＰＲし，北山丸太の知名度の向上及び新規需要開拓を図る。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

住宅や商業施設等に北山丸太が利用されるためには，多くの消費者の関心を集め，新たな使い方

等により，新用途商品を魅力的にＰＲする展示室等を設置する必要があることから，本業務を効果

的かつ効率的に達成するためには，価格以外の要素を比較し，契約の相手方を決定する必要があり，

公募型プロポーザル方式により，受託候補者を選定した。 

 

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 

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 

 青果北荷捌き場棟建築工事に係る産業廃棄物処理業務 

 

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２９年１１月１４日 

 

４ 履行期間 

 平成２９年１１月１４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 

 京都市左京区岡崎円勝寺町８５番地の４ 

 株式会社 岡野組 

 

６ 契約金額（税込み） 

 （当 初） １１４，２０９，７２１円 

 （変更後） １０１，３６３，３９２円 

 

７ 契約内容 

   青果北荷捌き場棟建築工事用地の土壌に陶磁器やガラスのくずなどの産業廃棄物が混入してい

ることが判明したため，廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき処理を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更の場合は変更理由） 

   実際に処分した産業廃棄物の量が当初を契約時の見込量を下回ったことから運搬費，処 

  分費等が減額となった等により変更契約を締結した。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第２項 

 

10 契約の相手方の選定理由 

   土木建築工事に伴い発生する産業廃棄物については，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 

  ２１条の３第１項により当該工事の元請業者が排出事業者となり，同法第１１条第１項により排 

  出事業者が自ら当該産業廃棄物を処理しなければならないとされている。よって，当該工事の受 

  託者である株式会社岡野組に業務を委託する。 

 

11 その他 


	001 (別添様式2) 随意契約締結結果報告書 (海外メディア)
	002 (別添様式2) 随意契約締結結果報告書 (京都版トキワ荘事業)
	004 (別添様式2) 随意契約締結結果報告書 (ニホンジカ）
	005 (別添様式2) 随意契約締結結果報告書 (京都三山の森）
	006 (別添様式2) 随意契約締結結果報告書 (松くい）
	007 (別添様式2) 随意契約締結結果報告書 (北山丸太需要促進）
	008 (別添様式2) 随意契約締結結果報告書 (四季・彩の森復活プロジェクト）
	009 (別添様式2) 随意契約締結結果報告書 (ニホンザル）
	010 (別添様式2) 随意契約締結結果報告書 (北山丸太新規需要開拓）
	011 (別添様式2) 随意契約締結結果報告書（産業廃棄物処理業務）

