
001 令和2年04月01日 計量に係る事務委託 54,796,296 産業観光局産業企画室 京都府
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

002 令和2年04月01日
新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業経営支援緊急対策事業「中小
企業相談認定等業務」スタッフの派遣業務委託

予定
総額

(当初)5,905,845
(変更)8,504,373

産業観光局産業企画室 アデコ株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
５号

003 令和2年05月01日
新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業経営支援緊急対策事業「中小
企業相談認定等業務」スタッフの派遣業務委託

予定
総額

(当初)10,798,920
(変更)14,977,550 産業観光局産業企画室 アデコ株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
５号

004 令和2年08月28日
平成23年（2011年）京都市産業連関表を活用した京都経済の構造分析業
務委託

5,599,999 産業観光局産業企画室
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

005 令和2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 52,698,472 産業観光局産業企画室 シンク・アンド・アクト株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

006 令和2年04月01日 就職氷河期世代活躍支援事業に係る業務委託 15,989,666 産業観光局産業企画室 シンク・アンド・アクト株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

007 令和2年07月21日
京都市事業継続に向けた中小企業等担い手確保・育成支援事業に係る業
務委託

88,991,115 産業観光局産業企画室 アデコ株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号

008 令和2年04月01日 令和２年度　京の食文化ミュージアム・あじわい館運営業務委託 30,989,200
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

009 令和2年04月01日 令和２年度「食の拠点機能充実事業」業務委託 12,867,000 
産業観光局中央卸売市
場第一市場

一般社団法人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

010 令和2年04月01日 京都市中央卸売市場第一市場高度情報処理システム保守業務委託 5,091,350 
産業観光局中央卸売市
場第一市場

都築電気株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

011 令和2年06月02日
令和2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
推進支援業務委託

28,402,000 
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

012 令和2年06月10日
京都市下京区中堂寺坊城町１５番１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確定等業務委託

5,997,200 
産業観光局中央卸売
市場第一市場

公益社団法人京都公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

013 令和2年08月21日 令和２年度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理委託業務委託 11,741,268 
産業観光局中央卸売
市場第一市場

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

014 令和2年09月14日
京都市中央卸売市場第一市場整備工事　ただし,青果１号棟直流電源装置
蓄電池改修工事

14,300,000 
産業観光局中央卸売
市場第一市場

株式会社ＧＳユアサ
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号
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015 令和2年04月01日 電気機械建物付属設備等保守管理他業務委託 12,733,600 
産業観光局中央卸売市
場第二市場業務課

協栄ビル管理株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号

016 令和2年04月01日 動物性固形廃棄物等の箱詰込業務委託 6,619,800 
産業観光局中央卸売市
場第二市場業務課

キョート・パラマウント・ギャラ
ンティー株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第８号

017 令和2年04月01日 動物系固形不要物の収集運搬業務委託
予定
総額

7,392,000 
産業観光局中央卸売市
場第二市場業務課

三重中央開発株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

018 令和2年07月01日 電気機械建物附属設備等保守管理他業務委託 42,995,700 
産業観光局中央卸売市
場第二市場業務課

協栄ビル管理株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第７号

019 令和2年07月01日 大動物高架軌条設備清掃業務委託 15,620,000 
産業観光局中央卸売市
場第二市場業務課

花木工業株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

020 令和2年08月06日 土壌汚染詳細調査業務他委託 10,868,000 
産業観光局中央卸売市
場第二市場業務課

株式会社島津テクノリサーチ
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第７号

021 令和2年04月01日 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 22,000,000 
産業観光局産業イノ
ベーション推進室

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

022 令和2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

産業観光局産業イノ
ベーション推進室

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

023 令和2年04月01日 京都高度技術研究所ビル建築設備総合管理業務委託 46,464,684 
産業観光局産業イノ
ベーション推進室

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

024 令和2年04月01日 地域科学技術実証拠点を活用した新事業創出推進業務委託 7,000,000 
産業観光局産業イノ
ベーション推進室

国立大学法人京都工芸繊維大学
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

025 令和2年04月01日
革新的パワーエレクトロニクス実装・事業化推進事業業務委託（京都市
スマートエコノミー推進事業）

産業観光局産業イノ
ベーション推進室

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

026 令和2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委託 26,499,999 
産業観光局産業イノ
ベーション推進室

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

027 令和2年04月01日 ライフサイエンスベンチャー創出支援事業に関する業務委託 9,300,000 
産業観光局産業イノ
ベーション推進室

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

028 令和2年04月01日 次世代医療ＩＣＴ新事業創出推進事業に関する業務委託 8,000,000 
産業観光局産業イノ
ベーション推進室

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

029 令和2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
に関する業務委託

9,500,000 
産業観光局産業イノ
ベーション推進室

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

（当  初）9,000,000
（変更後）8,700,000

（当　初）17,883,000
（変更後）16,383,000
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030 令和2年04月01日
令和２年度「地域産学官共同研究拠点事業（バイオ計測プロジェク
ト）」に関する業務委託

48,989,000 
産業観光局産業イノ
ベーション推進室

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

031 令和2年04月01日
令和２年度「地域産学官共同研究拠点事業（先端光加工プロジェク
ト）」に関する業務委託

27,520,000 
産業観光局産業イノ
ベーション推進室

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

032 令和2年04月01日 京の企業「働き方改革」自己診断制度の活用促進等に係る業務委託 13,599,504 
産業観光局地域企業イ
ノベーション推進室

シンク・アンド・アクト株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

033 令和2年04月01日 地域企業「担い手交流」チャレンジプログラムに係る業務委託 19,955,320 
産業観光局地域企業イ
ノベーション推進室

シンク・アンド・アクト株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

034 令和2年05月08日 京都市中小企業等緊急支援補助金事務局 会場使用料 8,979,550 
産業観光局地域企業イ
ノベーション推進室

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

035 令和2年05月15日 「地域企業未来力創出コーディネート事業」企画運営委託 12,800,000 
産業観光局地域企業イ
ノベーション推進室

一般社団法人リリース
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

036 令和2年07月22日
令和２年度「京都スタートアップ・エコシステム推進プロジェクト」ス
タートアップ・エコシステムプロデュース事業の運営委託

6,750,000 
産業観光局地域企業イ
ノベーション推進室

一般社団法人京都知恵産業創造の
森

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

037 令和2年08月14日 令和２年度「京の商人育成塾」実施業務委託 5,220,000 
産業観光局地域企業イ
ノベーション推進室

CooKai株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

038 令和2年09月15日 令和２年度「京都市商店街地域資源活用事業」実施業務委託 11,430,000 
産業観光局地域企業イ
ノベーション推進室

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

039 令和2年04月01日
京都市プレミアム付き商品券を活用した消費喚起・生活支援対策事業
（換金等関係）委託

212,514,727
産業観光局地域企業イ
ノベーション推進室

株式会社JTB・凸版印刷株式会
社・株式会社フューチャー・コ
ミュニケーションズ特定委託業務
共同企業体

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第６号

040 令和2年06月15日
京都市新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等支援策活用サポート
センター運営業務委託

11,880,000 
産業観光局
地域企業支援策活用推
進室

日商社株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号

041 令和2年06月18日
京都市新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等支援策活用サポート
センターにおける相談業務委託

27,500,000 
産業観光局
地域企業支援策活用推
進室

京都府行政書士会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

042 令和2年08月01日 京都市業種別団体等活性化支援事業補助金事務局運営業務委託 41,999,100 
産業観光局
地域企業支援策活用推
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５号

043 令和2年04月01日 「京ものアート市場開拓支援事業」実施業務委託 18,900,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

京ものアート市場開拓支援事業実
施受託コンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第６号
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044 令和2年04月01日
令和２年度京都市勧業館常設展示場（京都伝統産業ミュージアム）運営
業務委託

22,240,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

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

045 令和2年04月01日 京都伝統産業ミュージアムを核とした新たな伝統産業振興事業業務委託 16,992,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

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

046 令和2年06月12日 京都市伝統産業つくり手支援事業に係る販路開拓支援業務委託 20,000,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

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

047 令和2年06月15日 京の「匠」ふれあい事業業務委託 5,000,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

西陣織工業組合
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

048 令和2年07月16日 きもの・帯制作等事業業務委託 26,000,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

京友禅協同組合連合会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

049 令和2年04月01日 ＥＳＣＯサービス事業業務委託
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

日本ファシリティ・ソリューショ
ン株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

050 令和2年07月20日 京都市勧業館整備工事　ただし，受変電設備改修工事 16,038,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

日新電機株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

051 令和2年07月20日 きもの・帯制作等事業業務委託 16,000,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

西陣織工業組合
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

052 令和2年07月31日 京都市勧業館整備工事　ただし，展示支援照明設備改修工事 44,660,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

株式会社松村電機製作所
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

053 令和2年08月31日 京都市勧業館整備工事　ただし，非常放送設備改修工事 29,142,300 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

株式会社ＪＶＣケンウッド・公共
産業システム

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

054 令和2年09月30日 京都伝統産業ミュージアムリニューアルオープン記念事業業務委託 10,000,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

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

055 令和2年09月24日 京都市勧業館整備工事　ただし，中央監視設備改修工事 69,630,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

ＮＥＣネクサソリューションズ株
式会社

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

056 令和2年09月17日 京都市勧業館整備工事　ただし，給排水設備その他改修工事 27,500,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

株式会社キンキ・プラミング
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第８号

057 令和2年07月27日 「新しい生活スタイル」対応のための感染症対策等支援業務委託 27,920,017 
産業観光局観光ＭＩＣ
Ｅ推進室

株式会社ＪＴＢ
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号

058 令和2年04月01日 令和２年度京都市海外情報拠点運営業務委託 33,156,000 
産業観光局観光ＭＩＣ
Ｅ推進室

公益社団法人京都市観光協会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

（当　初）12,700,000
（変更後）12,576,917



契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

随意契約一覧表

契約金額（税込）
（単位：円）

059 令和2年04月17日 京都観光総合調査委託 13,426,281 
産業観光局観光ＭＩＣ
Ｅ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

060 令和2年04月01日 令和２年度海外メディア取材支援事業委託 16,410,000 
産業観光局観光ＭＩＣ
Ｅ推進室

公益社団法人京都市観光協会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

061 令和2年04月01日 京都市隠れた名所の活用等による観光地分散化事業委託 5,000,000 
産業観光局観光ＭＩＣ
Ｅ推進室

公益社団法人京都市観光協会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

062 令和2年04月01日 京都市河原町三条観光情報コーナー業務委託 6,416,666 
産業観光局観光ＭＩＣ
Ｅ推進室

公益社団法人京都市観光協会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

063 令和2年04月01日 令和２年度京都市認定通訳ガイドの育成及び活躍支援に関する業務委託 9,600,000 
産業観光局観光ＭＩＣ
Ｅ推進室

公益社団法人京都市観光協会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

064 令和2年04月01日 新観光振興計画（仮称）の策定に関する業務委託 9,487,500 
産業観光局観光ＭＩＣ
Ｅ推進室

株式会社JTB総合研究所
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

065 令和2年08月17日 令和２年度　駒札設置委託業務委託 7,498,920 
産業観光局観光ＭＩＣ
Ｅ推進室

株式会社建巧社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

066 令和2年04月01日 令和２年度総合獣害対策事業　東山イノシシ捕獲業務委託 5,291,000 
産業観光局農林振興室
農林企画課

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

067 令和2年04月01日 令和２年度京都市野生鳥獣の保護及び管理活動等に係る補助業務委託 2,500,000 
産業観光局農林振興室
農林企画課

京都市野生鳥獣保護管理協議会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

068 令和2年04月01日 令和２年度総合獣害対策事業　有害鳥獣捕獲業務委託 12,695,100 
産業観光局農林振興室
農林企画課

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

069 令和2年04月01日 令和２年度京北農林業地域活性化促進事業委託 9,999,000 
産業観光局農林振興室
農林企画課

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

070 令和2年06月01日
令和２年度総合獣害対策事業久多ニホンザル（京都Ｄ群）捕獲等管理業
務委託

4,507,800 
産業観光局農林振興室
農林企画課

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

071 令和2年06月01日
令和２年度総合獣害対策事業ニホンザル（京都Ａ群）捕獲等管理業務委
託

5,248,100 
産業観光局農林振興室
農林企画課

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

072 令和2年08月26日 京都市農業用ため池ハザードマップ作成業務委託 23,639,000 
産業観光局農林振興室
農林企画課

株式会社パスコ
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

073 令和2年07月03日 未利用木材の利用促進事業委託 6,000,000 
産業観光局農林振興室
林業振興課

株式会社グリーンパワーフュエル
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号



契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

随意契約一覧表

契約金額（税込）
（単位：円）

074 令和2年05月29日 重要インフラ施設周辺森林整備業務委託
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

075 令和2年08月03日 令和２年度大規模集約型林業モデル事業に係る計画策定等支援業務委託 6,160,000 
産業観光局農林振興室
林業振興課

住友林業株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

076 令和2年04月01日 令和２年度山村都市交流の森エリア維持管理業務委託 17,299,700 
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

077 令和2年08月31日 令和２年度林業経営支援事業に係る森林環境改善促進業務委託 52,724,320 
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

078 令和2年09月30日 令和２年度京都三山の森再生業務委託 11,330,000 
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

079 令和2年05月20日 令和２年度風倒木被害地の再生モデル業務委託 8,743,900 
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

080 令和2年09月28日 令和２年度林業経営支援事業に係る森林環境改善促進業務委託 15,983,346 
産業観光局京北農林業
振興センター

京北銘木生産協同組合
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

081 令和2年09月30日 令和２年度林業経営支援事業に係る森林環境改善促進業務委託 15,977,850 
産業観光局京北農林業
振興センター

京北木材業協同組合
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

(当　初)50,636,300
(変更後)53,315,900



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

計量に係る事務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業企画室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

京都府 

 

６ 契約金額（税込み） 

５４，７９６，２９６円 

 

７ 契約内容 

計量法に基づく特定市として，京都市が管理及び執行する計量事務をより効率的かつ効果的に執

行し，安定的に計量行政を運営していくこと 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

事務の委託先が法令で定められているため。 

 

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 

新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業経営支援緊急対策事業「中小企業相談認定等業務」ス

タッフの派遣業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業企画室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年４月１日 

（変更後）令和２年９月３０日 

 

４ 履行期間 

（当 初）令和２年４月１日から令和２年９月３０日まで 

（変更後）令和２年４月１日から令和２年１２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四条下ル水銀屋町612番地 四条烏丸ビル6階 

アデコ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）予定総額 ５，９０５，８４５円 

（変更後）予定総額 ８，５０４，３７３円 

 

７ 契約内容 

新型コロナウイルス感染症による影響を受ける中小企業・小規模事業者や，事業者への緊急支援

を行う金融機関，産業支援機関等への対応を行うため，臨機応変に，親切・丁寧な応対ができ，迅

速な事務処理ができる人材（スタッフ）を選考して派遣すること。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

【随意契約理由】 

本件業務は，新型コロナウイルス感染症の影響による市内中小企業・小規模事業者への融資に係

るセーフティネット保証のための認定業務を速やかに実施するものである。 

早急に業務体制を整えることができない場合，電話を取ることができずに事業者からの相談に対

応できず，また，繁忙によりセーフティネット保証認定の滞りが続けば，資金繰りに逼迫して緊急

的な融資を求める事業者に対し即座に融資を実行されなくなる。最悪の場合には，倒産が相次ぐ事

態が予想され，京都経済に多大な影響を及ぼし，ひいては市民生活を大きく脅かす事態となる。 

このような事態を回避するため，契約の相手方の選定に当たっては緊急を要するため，随意契約

を締結する。 

 

 



【変更契約の理由】 

  新型コロナウイルス感染症の収束が見通せず，当初想定していた契約期間から延長してセーフテ

ィネット保証認定相談窓口の人員増強を継続する必要が生じたため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

本件業務は，緊急対応のため既に令和２年３月２４日から実施し，３名の派遣を受けている。４

月１日以降も，同じスタッフでなければ，以前の対応と取り扱いに差異が生じ，事業者に多大な混

乱を与える恐れがあるため，既存の契約相手方と随意契約を締結する。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業経営支援緊急対策事業「中小企業相談認定等業務」ス

タッフの派遣業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業企画室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年５月１日 

（変更後）令和２年９月３０日 

 

４ 履行期間 

（当 初）令和２年５月１日から令和２年９月３０日まで 

（変更後）令和２年５月１日から令和２年１２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四条下ル水銀屋町612番地 四条烏丸ビル6階 

アデコ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）予定総額 １０，７９８，９２０円 

（変更後）予定総額 １４，９７７，５５０円 

 

７ 契約内容 

新型コロナウイルス感染症による影響を受ける中小企業・小規模事業者や，事業者への緊急支援

を行う金融機関，産業支援機関等への対応を行うため，臨機応変に，親切・丁寧な応対ができ，迅

速な事務処理ができる人材（スタッフ）を選考して派遣すること。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

【随意契約の理由】 

本件業務は，新型コロナウイルス感染症の影響による市内中小企業・小規模事業者への融資に係

るセーフティネット保証のための認定業務を速やかに実施するものである。 

早急に業務体制を整えることができない場合，電話を取ることができずに事業者からの相談に対

応できず，また，繁忙によりセーフティネット保証認定の滞りが続けば，資金繰りに逼迫して緊急

的な融資を求める事業者に対し即座に融資を実行されなくなる。最悪の場合には，倒産が相次ぐ事

態が予想され，京都経済に多大な影響を及ぼし，ひいては市民生活を大きく脅かす事態となる。 

このような事態を回避するため，契約の相手方の選定に当たっては緊急を要するため，随意契約

を締結する。 

 

 



【変更契約の理由】 

  新型コロナウイルス感染症の収束が見通せず，当初想定していた契約期間から延長してセーフテ

ィネット保証認定相談窓口の人員増強を継続する必要が生じたため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

本件業務は，緊急対応のため既に令和２年３月２４日から実施し，３名の派遣を受けている。５

月１日以降も，同じスタッフでなければ，以前の対応と取り扱いに差異が生じ，事業者に多大な混

乱を与える恐れがあるため，既存の契約相手方と随意契約を締結する。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成23年（2011年）京都市産業連関表を活用した京都経済の構造分析業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業企画室 

 

３ 契約締結日 

令和２年８月２８日 

 

４ 履行期間 

令和２年８月２８日から令和３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） 

５，５９９，９９９円 

 

７ 契約内容 

担い手不足や産業・消費の構造変化など，近年の新たな課題にも対応し，本市の「市外から稼ぐ

力」を強化するとともに「域内での循環」を一層高め，市民生活の豊かさにつながる効果的な産業

振興施策の方向性を検証するため，産業連関表を活用し，本市の経済構造の更なる深化分析を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務を遂行するに当たっては，産業連関表の作成実績や経済効果分析に関する経験に基づくノ

ウハウ等が必要である。 

基礎自治体における産業連関表の作成については，約５年おきに作成される国及び都道府県が作

成する産業連関表の基礎データを用いつつ，自治体内の産業間の膨大な取引関係について，推計を

加えながら，段階的に進める必要がある。 

本業務については，本市の産業連関表を更に深化・分析することにより，本市の「市外から稼ぐ

力」を強化するとともに「域内での循環」を一層高め，市民生活の豊かさにつながる効果的な産業

振興施策の方向性を検証することを目的としており，本市の産業連関表を実際に作成した事業者の

ノウハウの活用が必要不可欠であり，他の事業者により業務では，履行内容に顕著な差異が現れる

ものと考えられる。 

 

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 

本業務を行う事業者の選定に当たっては，下記に掲げる条件を満たす必要がある。 

⑴ 高度な専門性 

産業連関表は，１年間に本市おいて，産業間や産業と家計等との間で行われた生産物（財・サ

ービス）の相互取引の状況を１つの表にまとめたものであり，その作成に当たっては，国及び京

都府の産業連関表との整合性を確保したうえで，膨大な統計資料を分析する必要があり，高度な

専門性が要求される。 

 

⑵ 本市の産業連関表の制作過程及び手法・特性に関する知識 

産業連関表の作成は，単純に統計数値を引用するだけではなく，調査・推計を重ねながら，複

数年にわたって段階的に，自治体内の産業間の膨大な取引関係にも熟知しながら進めていく必要

がある。本業務の遂行に当たっては，単に産業連関表に関する知識やノウハウのみならず，「京都

市」の産業連関表の作成に用いられた自治体独自の手法や特性等に関する知識が要求される。 

 

これらの条件を満たすことができる事業者は，実際に「平成23年（2011年）京都市産業連関表」

の作成業務を担った三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社のみであったため，同社と随

意契約による委託契約を締結することとする。 

 

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 

産業観光局産業企画室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和２年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区堀之上町５４０ 淳風BizQ２階 

シンク・アンド・アクト株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５２，６９８，４７２円 

 

７ 契約内容 

京都の中小企業の担い手の確保や定着を支援することを目的として，学生をはじめとする若年求

職者等を対象とし，京都の中小企業と学生等の交流の促進，出張セミナーやカウンセリング相談の

実施，ＷＥＢサイト等による京都の中小企業の魅力発信，さらには，就職後のフォローアップを行

う。また，ブラックバイトに係る周知・啓発・相談を行い，ブラックバイトの根絶を目指す。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都の中小企業と学生等の交流促進や大学等への出張セミナー，学生等に対するカウンセリング

相談の実施，ＷＥＢサイト「京のまち企業訪問」の管理・運営など，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社であった。学生

等と京都の中小企業との交流促進に関する企画提案内容や学生等に効果的・効率的に京都の企業の

魅力を伝えるため，大学等との連携・協力した取組内容，学生等に対するＷＥＢサイト「京のまち

企業訪問」を活用した京都の企業の魅力発信等に関する企画提案内容は優れているかなどについて，

企画提案内容を評価した結果，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 

就職氷河期世代活躍支援事業に係る業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業企画室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区堀之上町５４０ 淳風BizQ２階 

シンク・アンド・アクト株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，９８９，６６６円 

 

７ 契約内容 

就職氷河期世代の方を対象として，一人一人に寄り添った専門の就職相談を実施するほか，就職

氷河期世代の方を受け入れる地域企業を掘り起こすためのワークショップの開催や，国の助成金活

用促進，就職氷河期世代の方に対するＳＮＳ等を活用した情報発信などを行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

支援コーナーの運営やワークショップの実施，京都労働局及び京都府等の窓口と連携した支援な

ど，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，２者の応募があった。支援コーナーの

利用促進やワークショップの実施，京都労働局及び京都府等の窓口と連携した支援に関する企画提

案内容は優れているかなどについて，企画提案内容を評価した結果，最も高い評価点を得た者を選

定した。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市事業継続に向けた中小企業等担い手確保・育成支援事業に係る業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業企画室 

 

３ 契約締結日 

令和２年７月２１日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月２１日から令和３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四条下ル水銀屋町612番地 四条烏丸ビル６階 

  アデコ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

８８，９９１，１１５円 

 

７ 契約内容 

本事業は，市内中小企業や業種別団体等が担い手確保・育成と新型コロナウイルス感染症の影響

による離職者の再就職や収入減少者の副業，兼業の支援，及び就職が困難な方の就職の支援を行う

ため，新たに労働者を正規雇用労働者等として雇い入れる中小企業等に対し補助金を交付するに当

たり，コールセンター設置に伴う電話問合せや書類審査等の業務を委託するものである。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

市民の雇用を守り，新型コロナウイルス感染症の拡大による市民生活への影響を最低限に抑える

ために，速やかに事業を実施する必要があり，契約の相手方の選定に当たっては緊急を要するため。 

 

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５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本市や他都市で補助金等の委託業務で実績がある事業者４社に面談で依頼したところ，補助金事

務局を７月中に立ち上げることが可能な事業者は，「アデコ株式会社」のみであった。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度 京の食文化ミュージアム・あじわい館運営業務委託 

 

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 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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） 

３０，９８９，２００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。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  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，審査のうえ最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 

令和２年度「食の拠点機能充実事業」業務委託 

 

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 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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 

一般社団法人京都市中央卸売市場協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，８６７，０００円 

 

７ 契約内容 

（１）食の拠点機能充実事業に係る各種調整・広報業務の実施及びプロジェクト会議の運営 

（２）市民を対象とした事業の実施 

ア 鍋まつりにおける食育の推進（１回） 

 栄養バランスに優れ，みんなで楽しむことができる「鍋」をキーワードに，中央市場の食材

を使った鍋料理の提供等を通じて，本市場が「安全・安心な生鮮食料品等の供給拠点」である

ことをアピールする。 

イ 中央市場市民感謝デー「食彩市」（７回：４，５月は中止。７～９月を除く。） 

 市場を開放し，場内各種取扱品目を一般消費者へ直接提供するとともに，市民に食材に関す

る知識や市場への理解を深めてもらう。 

（３）事業報告書の作成 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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，以下の条件を満たすものに事業を委託する必要がある。 

・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  

・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 

・関係業界・機関との調整を円滑に行うことができる 

しかし，一般競争入札では，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判断する

ことはできず，契約の内容及び性質が適しない。 

また，事業実施に当たっては，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，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 

 同協会は，本市場をはじめ，卸売市場を取り巻く環境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とともに，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の

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

委託する。 

 

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高度情報処理システム保守業務委託 

 

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 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区三条通烏丸西入御倉町８５番地１ 

都築電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

  ５，０９１，３５０円 

 

７ 契約内容 

各種統計データ及び公開市況の作成等を行う京都市中央卸売市場第一市場高度情報処理システム

についての保守，点検等を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

今回委託する業務については，当該システムの設計及び構築に関する詳細な技術情報が不可欠で

あり，これを有する者は，当該システム導入当初から企画，設計，構築及び機能強化を単独で実施

してきた都築電気株式会社のみである。そのため，他社との競争が成立せず，競争入札に適しない

ため，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 

令和２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推進支援業務委託 

 

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 

令和２年６月２日 

 

４ 履行期間 

令和２年６月３日から令和３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） 

２８，４０２，０００円 

 

７ 契約内容 

本業務は，①新青果棟整備基本コンセプトの概要作成，②新関連棟整備方針の検討，③新水産棟

見学者用通路整備基本計画策定を軸とした各種設計・工事・運営等に関する施設整備計画の進捗管

理に加え，④食品衛生法の改正及び施設の再整備により高度化する衛生管理方法，⑤市場機能向上

に資する情報システム導入，⑥大規模災害による被災を見据えた業務継続計画の更新・進捗管理と

いった施設運用に係る検討等，京都市中央市場施設整備基本計画（以下「基本計画」という。）の円

滑な推進を目的としている。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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（以下「基本構

想」という。）策定時（平成２６年３月）から令和２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，また，協議の場への参加等を通じて場内事業者

からの信頼を得てい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。 

  よって，本件に係る契約は，競争入札に適さないため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項

第２号の規定に基づき随意（契約）で行う。 

 

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 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社は，地方卸売市場や中央卸売市場の先進的な整

備事業に参画し，施設整備計画の策定・推進，市場経営の改善及び民間活力の導入のほか，災害時

の業務継続計画の策定において，幅広い実績を有している。 

  本市場では，これまでに基本構想策定業務（平成２５年度），基本計画策定業務（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た

が，いずれの業務も同社が受託しており，その後の基本計画推進業務についても，平成２８年度以

降毎年度同社と随意契約を締結している。同社はこれらの業務を通じて，これまでに計３００回を

越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

担うなど大きな役割を果たしてきた。 

  さらに，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）の策定補助業務についても受託しており，ハードとソ

フトの両面から，本市場が目指すべき将来像に係る理解も十分である。 

これらのことから，同社は，本業務を遂行する能力及び経験を有する唯一の団体であると認めら

れるため，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 

京都市下京区中堂寺坊城町１５番１ほかに係る土地調査，地図訂正及び地積更正等登記並び 

に敷地境界確定等業務委託 

 

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 

令和２年６月１０日 

 

４ 履行期間 

令和２年６月１０日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町４３９番地 

公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，９９７，２００円 

 

７ 契約内容 

京都市下京区中堂寺坊城町１５番１ほかに係る土地調査，地図訂正及び地積更正等登記並び 

に敷地境界確定等業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市中央卸売市場第一市場は，平成２７年３月策定の施設整備基本計画に基づき，市場施 

設再整備を実施している。しかし，市場敷地内の一部には，未だ境界線が確定していない箇所 

や登記変更が未済の箇所が存在するため，本業務を委託する。 

公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会（以下，「協会」という。）は，官公署等 

による不動産の表示に必要な調査・測量・登記の嘱託・申請の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。同法を根拠として設立された 

法人は，京都市域においては協会のみである。さらに，協会は，これまでから，京都府下の地 

方公共団体の登記等業務の委託先として相当の実績を有している。 

また，報酬単価については，京都府下で統一して定められており，価格競争性はない（公共嘱託

登記土地家屋調査士協会が標準報酬額を定めている）。 

以上から，地方自治法施行令１６７条の２第１項第２号の規定に該当するものとして，協会に業

務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 

令和２年度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理委託業務委託 

 

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 

令和２年８月２１日 

 

４ 履行期間 

令和２年８月２１日から令和３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） 

１１，７４１，２６８円 

 

７ 契約内容 

京都市中央卸売市場第一市場で保管する安定器等に含まれる高濃度PCB汚染物の処理先である

中間貯蔵・環境安全事業株式会社において，令和３年３月末の処理期限までに処分を行う必要があ

るため。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

高濃度 PCB 汚染物を処理できるのが国内で当該業者のみであるため 

 

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 

京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし，青果１号棟直流電源装置蓄電池改修工事 

 

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 

令和２年９月１４日 

 

４ 履行期間 

令和２年９月１５日から令和３年３月１５日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１ 

株式会社ＧＳユアサ 

 

６ 契約金額（税込み） 

１４，３００，０００円 

 

７ 契約内容 

青果１号棟において，直流電源設備の改修を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該設備は，システム，蓄電池のいずれも(株)GS ユアサ製のものであり，一体不可分の設備 

で，製造者独自の技術が用いられている。他社が改修を行った場合，瑕疵担保責任の範囲が不 

明確となって保守の対象から外れることとなる。 

保守の対象から外れると，緊急時において迅速な復旧ができず，市場運営に多大な影響を与 

える可能性があることから，当該事業者と随意契約のうえ，改修を行うものである。 

 

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 

 

 



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

電気設備工事    

1   11,780,000
式

計
11,780,000

共通費          

  共通仮設費    

1   220,000
式

  現場管理費    

1   500,000
式

  一般管理費等  

1   500,000
式

計
1,220,000

工事価格        

1   13,000,000
式

消費税等相当額  

1   1,300,000
式

工事費          

1   14,300,000
式



電気設備工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

電気設備工事    

1   11,780,000
式

計
11,780,000



電気設備工事　科目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

電力貯蔵設備

1   11,650,000
式

発生材処理

1   130,000
式

計
11,780,000

駐車場棟



電気設備工事　中科目別内訳 4

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

電力貯蔵設備 直流電源装置

1   11,650,000
式

計

11,650,000

発生材処理 発生材運搬

1   30,000
式

発生材処理 発生材処分

1   100,000
式

計

130,000

駐車場棟



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

電気機械建物付属設備等保守管理他業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局中央卸売市場第二市場業務課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和２年６月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町６７５番地－１ 

協栄ビル管理株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，７３３，６００円 

 

７ 契約内容 

京都市中央卸売市場第二市場における電気機械建物附属設備の保守管理業務及び場内の警備業務

を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本委託業務については，地方自治法に基づき契約課において入札に付したが，応札者がいなかっ

た。また，本委託業務は本市場の電気，機械，建物等の保守管理，と畜解体作業立会，警備業務等

であり，常時稼働していることから継続的な履行が必要であるため，競争入札により新たな契約を

締結するまでの間，緊急に契約しなければ業務に著しい支障が出るものであり，本委託業務を遂行

できるのは令和元年度の受託者である協栄ビル管理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５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 

動物性固形廃棄物等の箱詰込業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局中央卸売市場第二市場業務課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区丸太町通河原町東入俵屋町４５７番地 北西ビル２階 

キョート・パラマウント・ギャランティー株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，６１９，８００円 

 

７ 契約内容 

第二市場において排出される動物性固形廃棄物等の指定容器への積込み及び運搬業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

競争入札に付したが，応札者がなく不調となったため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

競争入札不調に伴う３社の見積り合わせによるもの。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

動物系固形不要物の収集運搬業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局中央卸売市場第二市場業務課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 

三重中央開発株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

予定総額 ７，３９２，０００円 

 

７ 契約内容 

第二市場において排出される産業廃棄物（動物系固形不要物）の収集運搬業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

産業廃棄物処分に必要な搬出場所の都道府県（京都府知事）及び搬入先の都道府県（三重県知事）

双方の許可を有し，かつ京都市競争入札参加者資格を有する産業廃棄物収集運搬業者のうち，本市

場の産業廃棄物（動物系固形不要物）収集運搬及び処分を履行することが可能な業者は三重中央開

発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 

 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

電気機械建物付属設備等保守管理他業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局中央卸売市場第二市場業務課 

 

３ 契約締結日 

令和２年７月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町６７５番地－１ 

協栄ビル管理株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

４２，９９５，７００円 

 

７ 契約内容 

京都市中央卸売市場第二市場における電気機械建物附属設備の保守管理業務及び場内の警備業務

を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本委託業務については，地方自治法に基づき契約課において令和２年３月入札に付したが，応札

者がいなかった。そのため，中央卸売市場第二市場の電気，機械，建物等の保守管理，と畜解体作

業立会，警備業務等という継続的な履行が必要な本委託業務を，緊急に契約しなければ業務に著し

い支障が出るという理由から，令和２年４月～６月の間は，令和元年度の受託者である協栄ビル管

理株式会社と契約を締結しており，７月１日以降の新たな契約のため，業者３者の見積書を徴取し

比較した結果，著しく有利な価格で契約を締結できる見込みがあるため，随意契約により契約を締

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７号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

大動物高架軌条設備清掃業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局中央卸売市場第二市場業務課 

 

３ 契約締結日 

令和２年７月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月１日から令和２年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市淀川区西中島５－１４－２２リクルート新大阪ビル９F 

花木工業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，６２０，０００円 

 

７ 契約内容 

第二市場において，と畜施設を衛生管理上良好な状態に維持させるために軌条，ユニットクーラ

ー等の清掃を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，と畜現場の稼働日を減らすことなく実施する必要があり，軌条及び生産機器点検業務

と施工期間を綿密に調整しなければならない。また，軌条及び生産機器の構造等を熟知したうえで，

清掃を行う必要がある。本契約を履行するにあたり，これらの条件を満たすものは花木工業株式会

社しかいないため。 

 

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 

土壌汚染詳細調査業務他委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局中央卸売市場第二市場業務課 

 

３ 契約締結日 

令和２年８月６日 

 

４ 履行期間 

令和２年８月７日から令和２年１１月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区西ノ京下合町１番地 

株式会社島津テクノリサーチ 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，８６８，０００円 

 

７ 契約内容 

第二市場の再整備工事により生じた余剰地のうち，土壌汚染対策法第３条第１項の規定により実

施した表層調査の結果に基づいた詳細調査及び地下埋設物についての調査を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件相手方は，第二市場再整備事業の初期段階から地歴調査等を実施し，表層調査も行った業者

であり，この者と契約を締結することによって，安価に所定の期限内で成果を得て，業務が完了で

きる見込みが立つ。 

また，他の２社からの見積書と比較し，相手方が適正な範囲内の価格であることを確認したうえ

で，相手方に対し可能な範囲で安価となるよう価格交渉を行ったが，これ以上の値下げを行うと業

務遂行が困難になるとの回答であったため。 

 

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７号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

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 

産業観光局産業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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） 

２２，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

インキュベーション・マネージャーの配置により，経営や技術開発に関する支援を行うこと，及

びサポートスタッフによるインキュベーション・マネージャー，入居者等の補助事務を行うこと。 

 

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。 

本事業の実施にあたっては，市内インキュベーション事業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ベンチャー・中小企業の成長促進等を図ってい

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，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 

 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，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（Ｖ

ＩＬ）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，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。更に，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，市内の

関連企業や大学，他の産業支援機関等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市内インキュベーション事業に関

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，及びそのネットワークを活用して京都市域のベンチャー・中

小企業の成長促進等を図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 

京都大学イノベーションプラザを拠点とした地域科学技術振興事業に関する業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年４月１日 

（変更後）令和２年６月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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） 

（当 初）１７，８８３，０００円 

（変更後）１６，３８３，０００円 

 

７ 契約内容 

コーディネーターの配置により，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） 

【随意契約の理由】 

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，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。 

 

 



【変更契約の理由】 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため，成果発表会等のイベントの実施を見送ることとし

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 

京都高度技術研究所ビル建築設備総合管理業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業イノベ―ション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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 

  京都リサーチパーク株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

４６，４６４，６８４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 

地域科学技術実証拠点を活用した新事業創出推進業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区松ヶ崎橋上町 

国立大学法人京都工芸繊維大学 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

⑴ 新たな事業化プロジェクトの創出及び推進  

新たな事業化プロジェクト（企業の人材育成事業を含む。）を企画立案し，企業，大学等へ積極

的に提案すること。さらに，提案したプロジェクトが実施されることとなった場合は，その実施

を支援すること。また，市域の中小企業，大学等が新たに実施しようとするプロジェクトについ

て，その実施を支援すること。 

⑵ 関係者間の連絡調整 

京都市，京都工芸繊維大学，京都府中小企業団体中央会，京都高度技術研究所等，拠点の利用

を通じて連携すべき機関について，目的達成に資するため，定期的に連絡調整等を行う場を設け，

その運営を行うこと。 

⑶ その他本件の目的達成に必要な事項 

拠点設備については，本拠点における事業化プロジェクトに参画する京都市域の中小企業等に

優先利用が可能となるよう制度設計を行うこと。また，設備を利用する際には，大学の担当職員

から指導及び支援を受けることとする。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，市内中小企業が京都工芸繊維大学の所有する拠点を活用すること，また拠点を活用す

る企業や大学をマッチングすることにより，新技術を開発し新事業を創出することを目的としてい

るため，拠点における事業化プロジェクト参画企業が，拠点設備を優先利用し，さらに利用に際し

て同大学からの指導及び支援を得ることができる必要がある。 

このことから，本業務の委託先としては，拠点を所有するだけでなく，拠点設備優先利用の制度



設計や利用指導及び指導の措置を実施できる京都工芸繊維大学以外にはない。そのため，本業務の

委託先として京都工芸繊維大学を契約の相手方と定め，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 

本業務は，市内中小企業が京都工芸繊維大学の所有する拠点を活用すること，また拠点を活用す

る企業や大学をマッチングすることにより，新技術を開発し新事業を創出することを目的としてい

るため，拠点における事業化プロジェクト参画企業が，拠点設備を優先利用し，さらに利用に際し

て同大学からの指導及び支援を得ることができる必要がある。 

このことから，本業務の委託先としては，拠点を所有するだけでなく，拠点設備優先利用の制度

設計や利用指導及び指導の措置を実施できる京都工芸繊維大学以外にはない。そのため，本業務の

委託先として京都工芸繊維大学を契約の相手方と定め，随意契約を締結する。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

革新的パワーエレクトロニクス実装・事業化推進事業業務委託 

（京都市スマートエコノミー推進事業） 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年４月１日 

（変更後）令和２年８月５日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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） 

（当 初）９，０００，０００円 

（変更後）８，７００，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市グリーン産業振興ビジョンに掲げるグリーン産業の創出及び振興を図るとともに，京都市

革新的パワーエレクトロニクス実装・事業化にかかる業務，さらには本市がこれまでに進めてきた

「京都産業の強みであるグリーンケミカル分野」や，「省エネ・創エネに関するスマートシティ分野」

に係る業務を融合させた「京都市スマートエコノミー推進事業」を推進するもの。 

⑴  「革新的パワーエレクトロニクス実装・事業化推進事業」（以下「パワエレ」という。）の運営 

 大きな省エネ効果が期待される革新的パワーエレクトロニクス（シリコンカーバイド（SiC）を

用いた次世代パワー半導体等）の実用化を促進するため，コーディネータによる伴走支援や経費

補助により，市内中小企業の研究開発を支援する。 

⑵ 「京都グリーンケミカル・ネットワーク」（以下「KGC」という。）の運営 

京都の強みである化学技術領域において，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するための人材を育成するとともに，その成果を

もとに新事業創出を図るために，以下の業務を行う。 

 ア 総会及び幹事会の運営 

イ 人材育成事業 

ウ 各種イベントとの連携 

⑶ 「スマートシティ京都研究会」（以下「研究会」という。）の運営 

京都の都市特性を生かし，エネルギーの最適化をはじめ地域の抱える諸課題を解決しムダのな



いスマートな社会システムとして，「京都ならではのスマートシティ」の構築に向けて，研究会の

運営を行う。 

⑷ 共通事項 

ア 新規プロジェクトの創出 

パワエレ，KGC及び研究会に参画又は参画しようとする企業や大学，研究機関（以下「関係団

体等」という）と連携の下，新規プロジェクトを創出するために，次に掲げる業務を推進する。 

  (ｱ) 関連団体等に対する提案促進 

  (ｲ) 関連団体等の提案の集約及び取りまとめ 

  (ｳ) 関連団体間のシーズ・ニーズをマッチング 

イ 関係団体等との連絡調整 

ウ 情報発信 

(ｱ) ホームページの管理及び更新 

 (ｲ) メルマガ等による情報発信 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  【随意契約の理由】 

本業務を履行するに当たって，以下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者に特定されることから，性質が競争入札に適さないため。 

ア 京都市内に拠点を置き事業を実施すること。 

イ 当該事業の推進に必要となる専門知識のほか，本市産業振興行政等に精通していること。 

ウ 当該事業に関係する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し，着実にプ

ロジェクト創出に結び付けること。 

エ 地域において，環境・エネルギー分野の産学公連携を行うに当たり，主体間の調整を行うネ

ットワーク有していること。 

【変更契約の理由】 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため，セミナーやマッチング会等の実施を見送ることと

したため。 

 

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「アステム」という。）は，京都地域における産学連携機

関であり，本市の産業振興に関する業務を複数受託しているほか，責任者に当該技術の推進に必要

となるパワーエレクトロニクス・化学に関する専門家を配置していること，情報通信技術を始めと

する多彩な技術分野における産学公連携を行ってきた実績を有しており，環境・エネルギー分野の

知見を有する企業や関係団体との連携にも明るいことから，上記８随意契約の理由に記載の条件を

満たす唯一の相手方であるため。 

 

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委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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） 

２６，４９９，９９９円 

 

７ 契約内容 

（１） 産学公連携に携わるコーディネータ等の配置 

（２） 産学公連携コーディネーション活動の実施（プロジェクトメーキング等） 

（３） 京都市ライフイノベーション推進戦略を推進するための関連事業の企画，調査及び運営 

（４） 京都発革新的医療技術研究開発助成事業支援業務 

  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アップ 

  オ 交流サロン開催事務 など 

（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，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最

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。 

また，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，本事業についてはその性質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 

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 

ライフサイエンスベンチャー創出支援事業に関する業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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） 

９，３００，０００円 

 

７ 契約内容 

⑴ 起業希望者の募集，起業希望者に対するビジネスモデル構築支援 

ア 起業希望者の募集及び審査会の開催 

イ ライフサイエンス分野の起業経験者等による助言・相談の手配（随時） 

ウ 競合特許調査，市場性調査等による支援の実施（随時） 

エ 弁護士，弁理士等との個別相談の手配（随時） 

オ 会議室等の手配（随時） 

⑵ その他 

ア 同事業に係る関係機関との連絡調整，情報収集 

イ 同事業に係る情報のインターネット公開 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，起業意欲を持つ若者等を対象に，ライフサイエンス分野におけるビジネスモデル構築

に向けた実践的な支援を行うことで，ベンチャー企業の経営を担うことができる人材を育成し，大

学等の技術シーズの事業化促進を図るものである。 

本事業の実施に当たっては，ベンチャー企業の創業支援に関する知識・経験，先端医療・福祉・

介護等のライフサイエンス分野の技術及びビジネスモデルの目利きに関する知識を併せ持つ必要が

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，技術シーズを持つ大学研究者，

市内の金融機関・投資家等との広いネットワークを有し，そのネットワークを活用して支援を行う

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，本事業についてはその性質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 

公益財団法人京都高度技術研究所は，ライフサイエンス，ＩＣＴ・ナノテクノロジーなど科学技

術の振興事業，企業や大学，公的研究機関との産学公連携による新事業の創出，起業家・専門家人

材育成等を行うことで，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９年度から，ベンチャー企業の事業プランの事業性，技術・アイデアなどを評価・

ランク認定するベンチャー企業目利き委員会を運営しており，平成１１年度からは「京都市地域プ

ラットフォーム事業」として，ベンチャー創業に係る講座の実施や創業準備スペースの運営を行っ

てきた。また，平成２５年に開所された京都市成長産業創造センターの運営を担うとともに，独立

行政法人中小企業基盤整備機構が運営するクリエイション・コア京都御車や京大桂ベンチャープラ

ザへインキュベーション・マネージャーを派遣し，入居している中小・ベンチャー企業等の支援を

行うなど，ベンチャー支援に関する豊富な経験や実績を有しており，こうした業務を進める中で培

われた，ベンチャーキャピタルや銀行，企業家等とのネットワークも有している。さらに，平成２

２年度に開設した「京都市医工薬産学公連携支援オフィス」（平成２７年度に「京都市ライフイノベ

ーション創出支援センター」へ改称）の運営や，「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，大学研究者や市内中小・ベンチャー企業における研究開発の支援を行うことにより，ラ

イフサイエンス分野における豊富な経験や知識，研究者等とのネットワークを有している。 

ライフサイエンス分野におけるベンチャー創業の支援を行う本事業は，ベンチャー創業等に係る

支援のノウハウを活用し，ライフサイエンス分野の産業振興の一環として事業の遂行を行う必要性

があるとともに，ネットワークを活用することによって効果的かつ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 

次世代医療ＩＣＴ新事業創出推進事業に関する業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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） 

８，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

⑴  ワーキンググループ等の企画及び運営 

ア ワーキンググループのテーマは法制度の動向や健康・医療データの利活用に関するものとす

る。 

イ ワーキンググループの数は３つとする。取り扱う内容が異なっていれば分野（医療・健康・

介護分野）が重複してもよい。 

ウ ワーキンググループを随時開催すること。 

エ 法制度の動向や会議開催情報等について参画者へ随時情報提供すること。 

⑵  産学連携プロジェクトの創出 

ア 企業と大学が連携して新事業の立ち上げに向けて行動することとなったものを「産学連携プ

ロジェクト」と認める。 

イ 産学連携プロジェクトを２件以上創出することを目標とする。 

⑶  その他 

ア 次世代医療ＩＣＴ分野における産学公連携に携わるコーディネータ等の配置 

イ 次世代医療ＩＣＴ分野の事業化を推進する産学公連携コーディネーション活動の実施 

ウ 次世代医療ＩＣＴ分野に係る情報発信 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，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」の取組を継承し，京都地域における医

療ＩＣＴ分野における産業振興のため，参入を望む企業を支援する事業である。当市ではこれまで



次世代医療ＩＣＴ分野で日本をリードし「次世代医療基盤法」の整備にも深く関与している京都大

学における健康・医療データ解析の研究開発を支援しており，京都大学等の研究者が有する知見を

市内企業へ提供するとともに専門コーディネータによるハンズオン支援を行うことで，市内企業に

ビジネスチャンスをもたらし，事業拡大と雇用創出につなげることができる。 

そのため本事業では京都大学医学部附属病院等が有する知見と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，「次世代医療基盤法」関連の最新情報や有益な情報を提供するシンポジウム

やワーキンググループの運営等，産学公連携コーディネーション活動を展開する。 

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および次世代医療ＩＣＴ

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，本事業についてはその性質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 

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（ＩＣＴ），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。 

このため，同財団は本事業の実施にあたって求められる，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ライフサイエ

ンス分野・情報技術（ＩＣＴ）分野における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委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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） 

９，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

⑴ 健康・介護・福祉分野を主とする産学公連携コーディネーション活動（健康長寿産業創出プロ

ジェクト）の実施 

ア 医療従事者の臨床ニーズの収集・選別・ニーズマッチング会の開催・事業化支援 

イ 実証実験段階でのフィールド検討 

ウ 京都発革新的医療技術研究開発助成事業等の本市支援制度の適用支援 

⑵ 企画，調査及び運営 

⑶ 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，本事業についてはその性質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 

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 

令和２年度「地域産学官共同研究拠点事業（バイオ計測プロジェクト）」に関する業務委託 

２ 担当所属名 

産業観光局産業イノベーション推進室 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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） 

４８，９８９，０００円 

７ 契約内容 

（１）同事業に係る日常管理事務（年間事業計画の作成，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） 

ア 年間事業計画は速やかに作成し，発注者に報告すること。 

イ 予算執行・管理は適正に行うこと。 

ウ 機器貸付に際しては，機器使用方法の指導等の技術支援を適切に行うこと。 

エ 収納管理について，設備等利用申請書および設備等利用終了届の提出があった際は，速や

かに発注者に届けること。 

オ 機器故障対応及び物品交換対応が必要になった際は，速やかに対応すること。 

（２）高度研究機器の利用促進及び普及活動（視察・見学対応，展示会出展，利用者相互の交流促進

等） 

  ア 視察・見学対応：随時 

  イ 展示会出展：随時 

  ウ 利用者相互の交流促進：ユーザーネットワーク会議を年１回程度開催すること。 

（３）高度研究機器を活用した人財育成事業（講習会の企画・実施） 

  勤労者を主な対象者とし，年１０回程度開催すること。 

（４）情報公開 

   ホームページを作成し，維持管理し，機器貸付等の情報を公開すること。 

（５）同事業に係る調査及び事業報告 

   随時調査し，報告書は速やかに提出すること。 

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，本事業についてはその性質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 

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，平成２７年度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，平成２７年度まで同事業を受託してきた公益財団法人京都高度技術研究所については，平

成２８年３月末をもって，同事業を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ている。 

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 

令和２年度「地域産学官共同研究拠点事業（先端光加工プロジェクト）」に関する業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局産業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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） 

２７，５２０，０００円 

 

７ 契約内容 

⑴ 貸与する物品の管理 

⑵ 機器を活用した共同研究の推進及び推進支援 

⑶ 機器の利用支援，高度研究・技術人材育成の実施 

⑷ 機器の利用促進のための広報活動 

⑸ 事業推進のための事務 

 
８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は以下の２つ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。 

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。 

 

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 



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 

京の企業「働き方改革」自己診断制度の活用促進等に係る業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局地域企業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区堀之上町５４０ 淳風BizQ２階 

シンク・アンド・アクト株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１３，５９９，５０４円 

 

７ 契約内容 

京の企業「働き方改革」自己診断制度の活用促進及び若年求職者への制度の周知啓発を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

ＷＥＢサイト「京のまち企業訪問」の改修，地域企業への制度の活用促進，学生をはじめ，若年

求職者への制度の普及啓発，制度の管理・運用等，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社であった。ＷＥ

Ｂサイト「京のまち企業訪問」掲載企業に占める制度活用企業や情報公開企業の割合の目標を達成

する見込みがあるか，学生をはじめ，若年求職者にとって，検索機能の充実に関する企画提案の内

容は優れているかなどについて，企画提案内容を評価した結果，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 

地域企業「担い手交流」チャレンジプログラムに係る業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局地域企業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区堀之上町５４０ 淳風BizQ２階 

シンク・アンド・アクト株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１９，９５５，３２０円 

 

７ 契約内容 

大企業社員が中小企業に在籍出向し，企業間連携の強化等を図るとともに，大企業と中小企業双

方の経営課題の解決に向けた取組を推進する「次世代リーダーのレンタル移籍」や「ミドル層のイ

ンターンシップ」を促進するため，制度導入からマッチング，フォローアップまで一貫した支援を

実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業では，事業のブランディングや，受入企業と送出企業の開拓，制度導入支援からフォロー

アップ等，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社であった。出向

者や送出企業の人事担当者，受入企業の経営者等の満足度を高め，本プログラムの継続活用及び他

人推奨につながるかなどについて，企画提案内容を評価した結果，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 

京都市中小企業等緊急支援補助金事務局 会場使用料 

 

２ 担当所属名 

産業観光局地域企業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年５月８日 

 

４ 履行期間 

令和２年５月８日から令和２年６月１９日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市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） 

８，９７９，５５０円 

 

７ 契約内容 

京都市勧業館（みやこめっせ）第２展示場Ａ面の借用及びそれに伴う什器設備等の使用 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

会場借用の契約対象となる場所が特定されるために契約の相手方が特定されるもの。 

 

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 

 京都市中小企業等緊急支援補助金事務局を設置し，同事務作業を行うにあたり，新型コロナウ

イルス感染症予防に配慮しうる容積等を鑑みた際に当該施設が最も適切であったため 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「地域企業未来力創出コーディネート事業」企画運営委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局地域企業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年５月１５日 

 

４ 履行期間 

令和２年５月１５日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区朱雀正会町１番地１ ＫＹＯＣＡ３０１ 

一般社団法人リリース 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，８００，０００円 

 

７ 契約内容 

「京都市地域企業未来力会議」や「地域企業応援会」の企画運営，それらの場で出たアイデア

の実現，「京都・地域企業宣言」等の普及活動への企画・助言，広報などを行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

未来力会議の運営をはじめ，地域企業の持つ様々なアイデアの実現に向け，幅広い知見を持つ

コーディネーターによる助言，相談会の開催，企業間マッチング等を行い，新事業創出を支援す

るという業務の趣旨を十分理解したうえで，円滑かつ迅速な手配，また，急な予定変更にも対応

できる体制が求められるなど，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。迅速・

的確に業務実施することが可能か，中小企業を取り巻く経営課題等について，十分理解をしている

かなどについて，企画提案内容を評価した結果，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 

令和２年度「京都スタートアップ・エコシステム推進プロジェクト」スタートアップ・エコシス

テムプロデュース事業の運営委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局地域企業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年７月２２日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月２２日から令和３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室町東入函谷鉾町７８ 京都経済センター３階 

一般社団法人京都知恵産業創造の森 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，７５０，０００円 

 

７ 契約内容 

京都スタートアップ・エコシステムを推進するための業務や，スタートアップ支援にかかる京

阪神連携の構築，京都スタートアップ・エコシステムの国内外への情報発信等。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 京都府，地域企業，大学，経済界，金融機関，産業支援機関，インキュベーター，アクセラレ

ーター等と連携し，京都スタートアップ・エコシステムの形成を推進するための事業を効率的か

つ効果的に遂行するためには，業務の趣旨を十分理解するとともに，円滑かつ迅速な手配，また，

急な予定変更に対応できる体制，企画や広報に関し，優れた能力を有していることが必要である

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。迅速・

的確に業務実施することが可能か，業務の趣旨を十分理解をしているかなどについて，企画提案内

容を評価した結果，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 

令和２年度「京の商人育成塾」実施業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局地域企業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年８月１４日 

 

４ 履行期間 

令和２年８月１４日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市中央区城見２丁目１－６１ ツイン２１ MIDタワー９階  

CooKai株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，２２０，０００円 

 

７ 契約内容 

新規商業者の成長を支援し，魅力的な店舗の開業を促すとともに，起業しやすい環境づくりを

推進するため，専門家等による基本講習や市内商業施設におけるトライアル販売，ネットワーク

サロン（交流会）の実施に加え，専門家による相談等の個別フォローアップに取り組む。 

また，ホームページやＳＮＳを活用し，受講生をはじめ，関係者等が有するネットワークの活

用を通じて，情報発信を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 本事業は，新規商業者の成長を支援し，魅力的な店舗の開業を促すとともに，起業しやすい環

境づくりを推進するものである。商業者を支援するに当たっては，様々な業界で活躍する起業家

等とのネットワークの構築が重要であり，価格以外の要素で業者を選定する必要があるため，公

募型プロポーザル方式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 

公募型プロボーザル方式による応募が１社のみであり，受託候補者選定委員の項目評価平均点が

60点以上の基準を満たし，かつ，提案内容について審査を行った結果，本事業者が業務の遂行が可

能である者と判断されたため，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 

令和２年度「京都市商店街地域資源活用事業」実施業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局地域企業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月１５日 

 

４ 履行期間 

令和２年９月１５日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区烏丸二条上る蒔絵屋町２５６ 

株式会社関広 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，４３０，０００円 

 

７ 契約内容 

市内商店街の現状や課題，地域資源を把握するため，市内の全商店街に対しヒアリング調査を

行う。また，全商店街の調査報告書を作成し，商店街を核とするエリアのブランド化に向けた取

組の実現可能性が高い商店街を本市に提案する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 本事業は，市内商店街の特性や地域資源を活かした「新たな価値」を創造し，商店街を核とす

るエリアのブランド化に向けて，商店街の現状や課題を把握するとともに，地域資源の掘り起こ

しを行うため，市内の全商店街に対してヒアリング調査を実施する。本事業を実施するうえで，

最適な体制の構築や調査手法を提案できているかなど，価格以外の要素で業者を選定する必要が

あるため，公募型プロポーザル方式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 

本事業の受託候補者を決定する「京都市商店街地域資源活用事業実施業務に係る受託候補者選

定委員会」において，企画提案内容や業務履行能力について書類審査を行った結果，本事業者が

業務の遂行が可能である者と判断されたため，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 

京都市プレミアム付商品券を活用した消費喚起・生活支援対策事業（換金等関係）委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局地域企業イノベーション推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和２年６月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町338 京阪四条河原町ビル７階 

株式会社ＪＴＢ・凸版印刷株式会社・株式会社フューチャー・コミュニケーションズ特定委託業

務共同企業体 

 

６ 契約金額（税込み） 

２１２，５１４，７２７円 

 

７ 契約内容 

本事業は，令和元年度に発行した「京都市プレミアム付商品券」について，取扱店からの使用済

み商品券の換金請求対応業務を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 本業務の実施に当たっては，偽造や不正の防止と正確な集計業務を行い，換金額を取扱店の口

座へ確実かつ早期に振り込む必要がある。 

「京都市プレミアム付商品券」の偽造防止措置（スレッドホログラム）には，製造元である凸版

印刷株式会社のオリジナルホログラムが使用されており，正確な真贋判定は製造元である凸版印

刷株式会社のみ可能である。 

 また，令和元年度から継続して取扱店からの換金請求対応を行うこととなるが，委託事業者を

変更した場合，新たな委託事業者が取扱店の口座情報の収集，使用済み商品券の集計などの換金

請求対応業務を確実かつ早期に行うことは極めて困難であり，加えて，換金請求先や請求方法が

変更となることは取扱店との間に無用な混乱が生じることとなる。 

 以上のことから，本業務は，令和元年度に引き続き，「株式会社ＪＴＢ・凸版印刷株式会社・株

式会社フューチャー・コミュニケーションズ特定委託業務共同企業体」と委託契約を行う。 

 

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６号 



 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等支援策活用サポートセンター運営業務委託 

 

 

２ 担当所属名 

産業観光局地域企業支援策活用推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年６月１５日 

 

４ 履行期間 

令和２年６月１５日から令和２年１０月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区烏丸御池東入ル 第一生命ビル７階 

日商社株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，８８０，０００円 

 

７ 契約内容 

サポートセンターの予約受付，会場設営及び案内業務，周知広報，連絡調整に係る業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件は，新型コロナウイルス感染症の拡大により，本市や国，府等が様々な支援策を構築して 

いる中，新たな伝統産業，商店街関係等の補助制度の創設等に併せて様々な事業者が，それぞれ

の状況に応じた適切な支援策を選択し，申請手続きなどを円滑に行うことができるよう，専門家

等が相談に応じる事前予約制の相談窓口を開設しようとするものである。 

 本事業は，現在各支援策毎の相談窓口やコールセンターなど個別の制度の内容の相談に重点を

おかず，現在のような緊急事態に陥ったことのない事業者が不慣れな行政への申請を行うことへ

の負担を軽減することと，早期に支援に結びつけられるようサポートすることを主な目的として

いる。具体的には，個別の相談でなく，現状等の聞き取りから状況に応じて制度の活用法の説明，

申請方法の助言など，柔軟に対応する必要があり，対面による相談をすることとしている。さら

には相談が殺到し，感染拡大を助長しないよう，３密に配慮する必要があることから事前予約制

にし，感染予防対策に万全を期すこととしている。 

 事業者に支援策を早期に活用してもらうにあたり，予約の受付に対応することと予約状況の確

認を相談予定者が確認できるよう可視化する必要があることから既に予約受付を業務として行っ

ている実績や可視化のためのＷＥＢサイトでのプラットフォームを所持している必要があること

から価格のみで相手方を決めることが出来ず，競争入札は適さない。 

 さらに速やかに対応しなければ，困窮する事業者に対し，迅速な支援を行えないことになるた



め，緊急の調達が必要になった場合（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号）に基づき，

随意契約を締結。 

 

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 

価格の妥当性については，同一業務が可能な別の一社（他１社辞退）から見積もりを徴収し，

より価格の安い当該事業者契約した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等支援策活用サポートセンターにおける相談業  

務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局地域企業支援策活用推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年６月１８日 

 

４ 履行期間 

令和２年６月１９日から令和２年１０月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区東九条南河辺町８５番地３ 

京都府行政書士会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

新型コロナウイルスに係る中小企業支援策の制度概要及び申請等方法の相談及び説明，申請書等

の記載・作成支援を行う 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い，本市・国・府などによって中小企業・小規模事業者等

に対して様々な支援策が実施されている中，「中小企業等支援策活用サポートセンター」は，相談

者が活用可能な支援を案内するとともに，必要な書類，問合せ先の確認や申請方法のアドバイス

を行うものである。 

    支援策の中には，申請方法をオンラインに限定したものもあり，申請書の書き方に係るアドバ

イスに加え，機器類の操作に不慣れな相談者へはパソコンやスマートフォンの画面上で申請書を

完成に近い形で作成するなど，できる限り寄り添ったサポートが求められる。 

業務内容の実施については，多種多様な相談に限られた時間で適切に対応する必要があり，

様々な主体による支援策や支援窓口などの幅広い知識と，行政向けの申請書類作成に長けている

ことが必要となるが，行政書士は，法律で官公署に提出する各種申請書類等の作成等を唯一業と

して行うことができることとされており，行政全般にわたる申請書類の作成・提出に精通してい

るため，本件の事務要員として最も相応しい専門職業家と判断される。 

    また，サポートセンターの開設期間中のおよそ４か月間，土曜日・日曜日も含めて，一定の質

及び量の事務要員を安定的に確保することが不可欠であるが，行政書士会は市域の大多数の行政

書士を擁し，所属会員全般にわたり指導的，調整的役務を担っていることから，本業務で求めら



れる人材の供給並びに対応水準及び公平性の維持が可能であり，かつ，行政対応能力等の面にお

いても，他に委託先を見出すことができない。 

       京都市行政書士会が，本業務の受託可能な唯一の団体といえるため，委託先として選定。 
 

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 

京都市業種別団体等活性化支援事業補助金事務局運営業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局地域企業支援策活用推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年８月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年８月４日から令和３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２－１－１ 新宿三井ビル３３階 

キャリアリンク株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

４１，９９９，１００円 

 

７ 契約内容 

本事業全体の進捗管理や各種業務間の調整等，総括的な業務を実施する統括管理業務，事業全

般や申請書の記載内容，申請書や交付決定通知書等に関する事業者からの問い合わせに対応する

ためのコールセンター業務，申請書・実績報告書の受付・審査業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件業務は，コロナ禍で消費・需要が落ち込んでいる中，各業界の活性化に資する取組を支援

するため，中小企業等を構成員とする団体等への補助金のための電話問合せ等を速やかに実施す

るものである。 

   新型コロナウイルス感染症により売上等が著しく減少する事業者等がある中で，各業界の活性

化，消費や需要の活性化に資する取組等に対する支援が緊急の課題となっている。こうした中，

７月補正予算として，本業務を含む予算が議決された。 

   本補助金は，新型コロナウイルス感染症の拡大により消費・需要が落ち込んでいる中，個々の

事業者が連携し，業界団体等として一体となって実施する販売促進等の取組を支援するものであ

り，早急に事業を実施する必要がある。契約の相手方の選定に当たっては，緊急を要し，競争入

札をする時間がないため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に基づき，緊急に随意

契約を締結。 

 

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 

本市や他都市で補助金等の委託業務で実績がある事業者３社に見積書を依頼したところ，委託料

が最も安価である事業者は，「キャリアリンク株式会社」であった。 

よって，当該事業者を契約の相手方として選定。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「京ものアート市場開拓支援事業」実施業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京ものアート市場開拓支援事業実施受託コンソーシアム 

大阪府大阪市北区中之島二丁目３番１８号 中之島フェスティバルタワー１９階 

株式会社ジェイアール東日本企画関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１８，９００，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市とパリ市で選抜された職人，アーティストがお互いの国を訪問し，ワークショップ，現地

の工房・芸術施設の視察等によって相互に交流し，技術や独創性を養うことを通じて，アート市場

で売れる新たな作品を創作し，国内外での販路の拡大を図る当該事業の実施に係る参画者の募集・

選定，関係者との連絡調整，展示販売会への出展の手配・調整等を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当事業の運営にあたっては，ビジネス英会話ができるスタッフの確保や国際見本市への出展，展

示会開催等のノウハウを有することに加え，パリ市役所やフランス工芸振興組合等の関係機関との

信頼関係が不可欠である。 

この調整業務等に相当な期間・費用を要することから，本事業を令和２年４月から速やかに開始

し，所定の期日までに履行することができる相手方は，前年度の本事業委託先であり，昨年度の実

績から，上記のノウハウ等を有していることが明確である京ものアート市場開拓支援事業実施業務

受託コンソーシアム以外になく，当該相手方以外では，本事業の趣旨・目的を果たすことはできな

いと認められるため。 

 

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６号 

 



10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度京都市勧業館常設展示場（京都伝統産業ミュージアム）運営業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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） 

２２，２４０，０００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）広報宣伝及び広聴に関すること 

（６）前各号に掲げるもののほか，京都伝統産業ミュージアム業務に関し，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） 

京都伝統産業ミュージアムは，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り，同施設の運営については，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て事業を遂行する能

力が不可欠である。 

そのため，当該業務を受託できる相手方は，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公益財団法人京都伝統産業交流セ

ンター以外になく，同団体以外では，当該事業の趣旨・目的を果たすことはできないと認められる

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 

京都伝統産業ミュージアムを核とした新たな伝統産業振興事業業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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） 

１６，９９２，０００円  

 

７ 契約内容 

京都伝統産業ミュージアムにおいて，観光との連携やビジネスの視点を取り入れながら，若手職

人等による異業種交流や，工房訪問事業の充実など，京都伝統産業ミュージアムを核にして，伝統

産業の更なる活性化を推進すること。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

伝統産業製品の長期的な需要の低迷が続く中，京都伝統産業ふれあい館には，伝統産業の普及・

啓発に加え，業界内外の交流や需要の拡大を支援する役割が求められており，観光との連携やビジ

ネスの視点を取り入れた本事業の実施により，京都伝統産業ミュージアムを核とした新たな伝統産

業振興を図るものであるため，事業の委託に当たっては，事業の目的・内容を理解し，事業実施に

必要な技術・経験等を有する相手方を選択する必要がある。 

そのため，当該事業を受託できる相手方は，伝統産業に対する深い理解があり，本市の伝統産業

振興事業の実施経験を有することに加え，京都の伝統産業関連７４団体を構成員とする京都で唯一

の業種横断的組織として，これまで各業種の伝統産業業界と長年にわたり密接な関係を築き，需要

の拡大や異業種交流という新たな支援を行う上で，必要不可欠な信頼関係やネットワークをすでに

有する団体である公益財団法人京都伝統産業交流センター以外になく，同団体以外では，当該事業

の趣旨・目的を果たすことはできないと認められるため。 

 

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 

京都市伝統産業つくり手支援事業に係る販路開拓支援業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年６月１２日 

 

４ 履行期間 

令和２年６月１２日から令和３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） 

２０，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市伝統産業つくり手支援事業補助金を受けた人に対する販路開拓支援 

（１）オンラインショップ「みやび」への掲載や，掲載した内容を基にしたカタログ等の製作によ

る販売拡大 

（２）個人・グループ向けの補助金受給者の中から審査のうえ選出されたものについて，大規模見

本市への出展等 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都伝統産業交流センターは，伝統産業製品の展示及び紹介，伝統産業に関する資料の収集及

び提供等を行い，地域経済の発展と生活文化の向上に寄与することを目的として設立された団体

であり，伝統産業に対する深い理解，本市の伝統産業振興事業の実施経験のほか，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組織として，これまで各業種の伝統産業

業界と長年にわたり密接な関係を築いており，需要の拡大や異業種交流という新たな支援を行う

上で，必要不可欠な信頼関係やネットワークをすでに有する団体である。 

当該事業については，本市伝統産業７４品目すべてのつくり手を対象とした販路開拓支援とな

っており，多種に亘る本市伝統産業に関する知識とそれを取り扱う経験が必須であり，その条件

を満たすのは，京都で唯一の伝統産業業種横断的組織である京都伝統産業交流センターのみであ

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 

京の「匠」ふれあい事業業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年６月１５日 

 

４ 履行期間 

令和２年６月１５日から令和３年２月１４日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市上京区西堀川通元誓願寺上る竪門前町４１４番地 

西陣織工業組合 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

市民・観光客に向けて，伝統産業製品の制作実演を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，伝統産業に従事する職人の雇用創出及び市民や観光客等に対する伝統産業のＰＲを目

的に，職人による制作実演を行うものであり，伝統工芸品の制作実演を実施し，より多くの市民や

観光客に伝統産業をＰＲできる相手方は，国内外から年間約３０万人を越える来館者があり，毎年

多くの修学旅行生等の受入れを行っている西陣織会館を運営し，実演等を常時行う設備や体制が整

っている同組合以外になく，同組合以外では当該事業の趣旨・目的を果たすことはできないと認め

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 

きもの・帯制作等事業業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年７月１６日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月１６日から令和３年２月１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市中京区西洞院通四条上ル蟷螂山町４８１ 京染会館内 

京友禅協同組合連合会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２６，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

きものの制作 

 

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，以下の要件を満たすことが必要であるため。 

１ 職人（つくり手）で構成され，多くの職人に仕事を発注できる京都の和装産地の団体であるこ

と。 

２ 京都市が京都市伝統産業活性化推進条例に基づき指定しているきもの・帯の制作が可能なこと。 

３ 学校教材やＭＩＣＥ等に活用できる絵柄や模様などを制作できる技術を有すること。 

 

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 

  京友禅協同組合連合会は，手描染・型染，関連工程などを担う職人により構成されている京都の

和装産地組合の連合体であり，京都市伝統産業活性化推進条例に指定している「京友禅・京小紋」

を製作できる団体である。また，伝統工芸士や京都市で顕彰している京都市伝統産業技術功労者も

多く在籍しており，学校教材やMICE等に活用できる絵柄や模様を製作する確かな技術を有する団体

である。 

  京友禅協同組合連合会は，「京友禅・京小紋」を制作でき，上記８の全ての条件を満たす唯一の団



体であり，本事業の実施に当たっての要件をすべて満たしている唯一の団体であるため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

ＥＳＣＯサービス事業業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成１９年１０月２２日から令和５年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  東京都品川区大崎１丁目６番４号 新大崎勧業ビルディング１７階 

日本ファシリティ・ソリューション株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１２，７００，０００円 

（変更後）１２，５７６，９１７円 

 

７ 契約内容 

京都市勧業館の省エネ化推進のため，民間資金を活用した省エネ改修（空調機ファンへのイン  

バータ制御の導入や高効率の照明器具やランプへの更新等）を行い，これに伴う光熱水費の削減分

の中から改修費の償還を行う民間資金活用型事業「京都市勧業館ESCO事業」におけるサービス契約 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

令和元年１０月１日からの消費税率変更に伴うＥＳＣＯサービス料金の変更に当たり，ＥＳＣＯ

サービス契約の一部変更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 

当初契約を締結している相手方であるため 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市勧業館整備工事 ただし，受変電設備改修工事 

 

２ 担当所属名 

産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年７月２０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 

  京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 

日新電機株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，０３８，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市勧業館の受変電設備の改修工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

改修するｺﾝﾃﾞﾝｻ設備は，既設受変電設備と連携しており，不具合が生じると全館停電し，主催者

から賠償を求められる可能性がある。このため，受変電設備と一体のシステムとして，性能・機能

を確実に担保する必要がある。 

機器の制御及び信号のやり取りについては製造者独自の技術が用いられており，他社製品との互

換性は保証されていないこと，製造業者以外の者がシステム全体にわたる他社の独自技術を解析す

ることは困難であることから，既設の主製造者との契約が必要であるため。 

 

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 

きもの・帯制作等事業業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年７月２０日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月２０日から令和３年２月１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市上京区西堀川通元誓願寺上る竪門前町４１４番地 

西陣織工業組合 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

きものセット（きものと帯の両方を揃えて１セットとする）の制作 

 

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，以下の要件を満たすことが必要であるため。 

１ 職人（つくり手）で構成され，多くの職人に仕事を発注できる京都の和装産地の団体であるこ

と。 

２ 京都市が京都市伝統産業活性化推進条例に基づき指定しているきもの・帯の制作が可能なこと。 

３ 学校教材やＭＩＣＥ等に活用できる絵柄や模様などを制作できる技術を有すること。 

 

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 

西陣織工業組合は，西陣織のきもの・帯等の制作などを担う職人により構成されている京都の和

装産地組合であり，経済産業大臣が指定する伝統的工芸品としての「西陣織」を制作できる団体で

あるとともに，経済産業大臣が認定する伝統工芸士や，京都市が顕彰している京都市伝統産業技術

功労者も多く在籍しており，学校教材やＭＩＣＥ等に活用できる絵柄や模様を制作する確かな技術

を有する団体であり，本事業の実施に当たっての要件をすべて満たしている唯一の団体であるため。 

 



11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市勧業館整備工事 ただし，展示支援照明設備改修工事 

 

２ 担当所属名 

産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年７月３１日 

 

４ 履行期間 

着工命令の日から５箇月以内 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  大阪市北区天満２丁目１２番１６号 

株式会社松村電機製作所 

 

６ 契約金額（税込み） 

４４，６６０，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市勧業館の展示支援照明設備の改修工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

改修する調光盤は，既設展示支援照明，調光卓と連携しており，調光卓の信号について調光盤を

介し，照明を制御している。不具合が生じると照明が点灯せず，主催者から賠償を求められる可能

性がある。このため，展示支援照明設備と一体のシステムとして，性能・機能を確実に担保する必

要がある。 

機器の制御及び信号のやり取りについては製造者独自の技術が用いられており，他社製品との互

換性は保証されていないこと，製造業者以外の者がシステム全体にわたる他社の独自技術を解析す

ることは困難であることから，既設の主製造者との契約が必要であるため。 

 

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 

京都市勧業館整備工事 ただし，非常放送設備改修工事 

 

２ 担当所属名 

産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年８月３１日 

 

４ 履行期間 

令和２年９月１日から令和３年１月２９日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市福島区鷺洲１丁目１１番１９号 大阪福島セントラルビル４階 

株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 

 

６ 契約金額（税込み） 

２９，１４２，３００円 

 

７ 契約内容 

京都市勧業館の非常放送設備の改修工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

改修する設備は，展示支援情報システムや音響設備とも連携しており，各々の設備の制御，信号

を元に音を鳴らしている。不具合が生じると音が鳴らず，主催者から賠償を求められる可能性もあ

る。このため，一体のシステムとして，性能・機能を確実に担保する必要がある。 

機器の制御及び信号のやり取りについては製造者独自の技術が用いられており，他社製品との互

換性は保証されていないこと，製造業者以外の者がシステム全体にわたる他社の独自技術を解析す

ることは困難であることから，既設の主製造者との契約が必要であるため。 

 

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 

京都伝統産業ミュージアムリニューアルオープン記念事業業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月３０日 

 

４ 履行期間 

令和２年９月３０日から令和３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） 

１０，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

京都伝統産業ミュージアムのリニューアルオープンを記念した，リニューアルの基本方針「伝統

産業ファンの裾野を広げる」，「伝統産業の売上増につなげる」に沿ったイベントや展示の開催。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 京都伝統産業交流センターは，伝統産業製品の展示及び紹介，伝統産業に関する資料の収集及び

提供等を行い，地域経済の発展と生活文化の向上に寄与することを目的として設立された団体であ

り，伝統産業に対する深い理解，本市の伝統産業振興事業の実施経験のほか，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組織として，これまで各業種の伝統産業業界と長

年にわたり密接な関係を築いており，需要の拡大や異業種交流という新たな支援を行う上で，必要

不可欠な信頼関係やネットワークをすでに有する団体である。加えて，令和２年にリニューアルし

た京都伝統産業ミュージアムの運営も担っており，ミュージアムでのイベントに係る運営及び館内

での伝統産業製品７４品目の扱いに長けている事業者は他にはないため。 

 

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   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 

京都市勧業館整備工事 ただし，中央監視設備改修工事 

 

２ 担当所属名 

産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月２４日 

 

４ 履行期間 

着工命令の日から１７箇月以内 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  大阪市中央区城見１－４－２４ ＮＥＣ関西ビル 

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６９，６３０，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市勧業館の中央監視設備の改修工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

改修する中継器は，中央監視盤と連携し，中央監視盤からの信号を，中継器を介し，各機器（空

調，照明等）を制御している。不具合が生じると停電，空調機が動作せず，主催者から賠償を求め

られる可能性がある。このため，中央監視装置と一体のシステムとして，性能・機能を確実に担保

する必要がある。 

機器の制御及び信号のやり取りについては製造者独自の技術が用いられており，他社製品との互

換性は保証されていないこと，製造業者以外の者がシステム全体にわたる他社の独自技術を解析す

ることは困難であることから，既設の主製造者との契約が必要であるため。 

 

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 

京都市勧業館整備工事 ただし，給排水設備その他改修工事 

 

２ 担当所属名 

産業観光局クリエイティブ産業振興室 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月１７日 

 

４ 履行期間 

令和２年９月１８日から令和３年２月１２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南大入町２０番地１ 

株式会社キンキ・プラミング 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市勧業館の給排水設備等の改修工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

競争入札に付し，当該入札が不成立となったことを受け，複数の事業者と価格交渉を行った結果，

最も価格の低い提案があった事業者であるため。 

 

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８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 

「新しい生活スタイル」対応のための感染症対策等支援業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年７月２７日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月２７日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町３３８ 京阪四条河原町ビル7階 

株式会社ＪＴＢ 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，９２０，０１７円 

 

７ 契約内容 

「アドバイザーチームによる事業者の感染症対策等サポートナビ」の開設，運営に当たり，次の

業務を行う。 

① 専用ホームページの開設 

② オンライン研修の配信による感染症対策等支援 

③ 専用フォーム（メール），電話及び現地訪問による感染症対策等相談支援 

④ その他新型コロナウイルス感染症予防・拡大防止対策において参考となる情報の集約，配信 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，不特定多数の市民，観光客の方が利用する市内の店舗，事業所等を対象に，感染症対

策等に関する具体的な疑問に対して助言等といった，感染症対策等に関する相談体制（人員の確保

を含む。）を構築するものである。 

令和２年７月２２日から国によるＧｏＴｏトラベルキャンペーンが開始され，旅行者の往来が盛

んになることが予想される。また，国のロードマップによると，８月１日から府県をまたぐ人の往

来の制限も完全に解除されることから，感染症対策等に関する相談体制（人員の確保を含む。）を早

急に構築し，市民の安心安全を確保する必要があり，入札による契約決定では，８月１日からの移

動自粛解禁に伴う旅行者の出入りに対応できない。 

 

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 ５ 号 



 

10 契約の相手方の選定理由 

本件契約の履行に必要となるのは，以下４点の要件となる。 

１ 感染症予防と経済活動の両立に関する助言等を行う知見やノウハウを保有するアドバイザーを

５名以上擁立し，契約締結後直ちに事務局に常駐させ，電話等による相談応対を実施できる体制

を速やかに構築すること 

２ 前掲１において構築する体制に，保健師又は看護師の資格を有する者を配置すること 

３ 本市が指定する期限までに，当該事業の趣旨・目的を勘案した専用ホームページを作成する技

術を保有していること 

４ 本市が指定する期限までに感染症対策等に関する研修動画を作成し，専用ホームページ上で公

開する知見やノウハウを保有していること 

本件契約の締結に向けて複数社と協議を行った結果，これらの要件を満たし，７月２７日から運

営開始できる業者は，株式会社ＪＴＢのみであった。 

加えて，当該契約相手方は，平時から観光施設，宿泊施設，飲食店，小売店等関係業界との関わ

りが非常に深く，関係業界とのネットワークを既に盤石のものとしている事業者であることからも，

円滑な事業の履行が期待できる事業者である。 

 

11 その他 

－ 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度京都市海外情報拠点運営業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区河原町通三条上る恵比須町427番地 京都朝日会館３階 

公益財団法人京都市観光協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

３３，１５６，０００円 

 

７ 契約内容 

アメリカ合衆国（NY，LA），台湾，中国，オーストラリア，フランス，ドイツ，イギリス，香港，

クアラルンプール，イタリア，スペイン（１２箇所）の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，京都観光の事務所機能，報告業務の委託 

 

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，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ことから，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号に基づき，随意契約を締結することとする。 

 

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 

同事業については，これまで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の国際プロモーション部門において業務を実施し，拠点を通じて多くのメ

ディア関係者に京都をＰＲしてきた。これまで構築してきたメディア関係者との密接な繋がりや豊

富なメディア対応の経験を生かし，効果的に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った。 



平成３０年度，DMOとしての公益社団法人京都市観光協会の機能強化を図るため，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国際プロモーション部門は同協会に統合されることとなっ

た。公益財団法人京都市観光協会は，京都市における観光事業の振興を図りつつ，地域経済や地域

社会の健全な発展を目指すことなどを目的として設立された団体であり，京都市域の観光情報に幅

広く精通し，また事業として観光都市としての京都の紹介宣伝などを実施しており，観光情報を魅

力的な形で提供できる実績やノウハウも持ち合わせている団体であるため，今回の統合に伴い，国

際プロモーション業務についてもさらなる発展が見込まれる。 

以上のことから，本件委託業務を履行可能な委託先は公益社団法人京都市観光協会の他にはない

ため，公益社団法人京都市観光協会と契約を締結した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  京都観光総合調査委託 

 

２ 担当所属名 

  産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室  

 

３ 契約締結日 

  令和２年４月１７日 

 

４ 履行期間 

  令和２年４月１７日から令和３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） 

  １３，４２６，２８１円 

 

７ 契約内容 

   京都観光総合調査  

 ⑴ 日本人及び外国人観光入込客統計調査・実態調査 

 ⑵ 外国人客及び修学旅行客宿泊利用状況調査 

 ⑶ 前年調査結果集計 

 ⑷ 京都観光総合調査本冊の送付 

 

８ 随意契約の理由 

本件業務は，「京都観光振興計画２０２０」及び「京都観光振興計画２０２０＋１」における進ち

ょく状況の把握，目標の設定並びに今後の観光政策の企画・立案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，外国人観光入込客統計調査・実態調査，修学旅

行生数等調査及び前年調査結果集計等を行う「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。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，最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 

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 

令和２年度海外メディア取材支援事業委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区河原町通三条上る恵比須町427番地 京都朝日会館３階 

公益財団法人京都市観光協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，４１０，０００円 

 

７ 契約内容 

海外メディア取材支援事業，報告業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

材要望に対する処理を行うと共に，取材先との調整や許可申請等専門的な対応を行う必要がある。

また取材内容に対してのコンテンツ情報や画像の提供については，海外メディアのニーズを十分に

踏まえた題材の選定，海外に強く訴求するような見せ方・編集など高度な知識が必要となる。 

したがって，本業務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，海外メディア対応の経験とノウハウ，深いネットワークを有するとともに，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 

同事業については，これまで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の国際プロモーション部門において業務を実施し，多くのメディア関係者

を誘致してきた。これまで構築してきたメディア関係者との密接な繋がりや豊富なメディア対応の



経験を生かし，効果的に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

ーローのみであった。 

平成３０年度，DMO 移管としての公益社団法人京都市観光協会の機能強化を図るため，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国際プロモーション部門は同協会に統合された。

公益社団法人京都市観光協会は，京都市における観光事業の振興を図りつつ，地域経済や地域社会

の健全な発展を目指すことなどを目的として設立された団体であり，京都市域の観光情報に幅広く

精通し，また事業として観光都市としての京都の紹介宣伝などを実施しており，観光情報を魅力的

な形で提供できる実績やノウハウも持ち合わせている団体であるため，今回の統合に伴い，国際プ

ロモーション業務についてもさらなる発展が見込まれる。 

以上のことから，本件委託業務を履行可能な委託先は公益社団法人京都市観光協会の他にはない

ため，公益社団法人京都市観光協会と契約を締結するものである。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市隠れた名所の活用等による観光地分散化事業委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区河原町通三条上る恵比須町４２７番地 京都朝日会館３階 

公益社団法人京都市観光協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

本事業では，ウィズコロナ時代において密な状況を発生させないよう，多様なエリアの魅力ある

名所や見どころを広く発信し場所の分散化を図るとともに，比較的混雑していない朝や夜の時間帯

に焦点を当てた取組を実施することで時間の分散化を推進する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

事業実施には，主に国内観光客のニーズを把握したうえで，観光客を惹きつける潜在力を持つ寺

社等や伝統行事などの文化資源の魅力を再構築し，観光コンテンツとして磨きあげる必要があり，

また，京都の隠れた名所等を発掘するうえで，受け入れ側の寺社等，観光施設，観光事業者へのき

め細やかな説明・情報公開を行うことが必要となる。 

したがって，本事業の実施にあたっては，京都に関する観光コンテンツに対する十分な知識と寺

社等とのネットワークに加え，国内観光客のニーズを機敏に把握するために，国内の旅行者を対象

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

場から事業を実施できる主体の選定が必要である。 

公益社団法人京都市観光協会は，５０年以上にわたって実施されてきた京都への誘客誘致のノウ

ハウを有するとともに，京都の観光コンテンツに関する十分な知識があり，「京の冬の旅」「京の夏

の旅」など，本市と密に連携して数々の国内市場の誘客誘致や受け入れのための環境整備を行って

いる。さらに，京都観光の振興を目的に賛同いただいた１４００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ことはもちろん，寺社等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誘客誘致，分散化事業を行

うことができることから，本件業務を遂行できるのは同観光協会のみであるため。 



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 

京都市河原町三条観光情報コーナー業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区河原町通三条上る恵比須町４２７番地 京都朝日会館３階 

公益社団法人京都市観光協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，４１６，６６６円 

 

７ 契約内容 

京都市河原町三条観光情報コーナー運営 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件委託業務は，観光情報コーナーにおいて，観光客の皆様にリアルタイムでの桜・紅葉等の「花

だより情報」・「行事情報」・「イベント情報」をはじめとする膨大な観光情報を的確に管理，案内す

るとともに，より魅力的な形で観光客に提供していくものであるが，本件業務を履行可能な相手方

は，単なる観光情報だけでなく，「花だより情報」・「行事情報」・「イベント情報」等のリアルタイム

情報について幅広く把握している必要があり，こうした情報を提供できるのは，京都総合観光案内

所の業務受託者でもある公益社団法人京都市観光協会の他にはない。 

 

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 

  令和２年度京都市認定通訳ガイドの育成及び活躍支援に関する業務委託 

 

２ 担当所属名 

  産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室 

 

３ 契約締結日 

  令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

  令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市中京区河原町通三条上ル恵比須町４２７番地 京都朝日会館３階 

  公益社団法人京都市観光協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，６００，０００円 

 

７ 契約内容 

   京都市認定通訳ガイド育成及び活躍支援事業に関する業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，京都の奥深い魅力を学ぶ専門研修の内容の検討・実施，認定を受けたガイドの活躍支

援を行うなど，認定通訳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たうえで，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る。 

従って，実績やノウハウの有無等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，本事業についてはその性質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。 

公益社団法人京都市観光協会（以下「協会」という。）は，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り，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，外客誘致，受入環境整備及びＭＩＣＥ誘致等を進

める，観光事業者等からなる１，４００以上の会員を有する公益社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を行うものとし，協

会を委託事業者として選定する。 

※DMO Destination Management/Marketing Organization 

 

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 

  新観光振興計画（仮称）の策定に関する業務委託 

 

２ 担当所属名 

  産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室 

 

３ 契約締結日 

  令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

  令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  東京都港区芝３丁目２３番地１号 

  株式会社ＪＴＢ総合研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，４８７，５００円 

 

７ 契約内容 

   新観光振興計画（仮称）の策定に関する業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，本市の新たな観光振興計画の策定に関するもので，業務の受託に当たっては，高度な

専門性と調査能力，具体的かつ斬新な各種の提案が求められる。このため，落札価格のみで業者を

決定する一般競争入札では，業務遂行上，最も適切な業者を選定することが出来ない恐れがあるた

め，地方自治施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，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，随意契約を行うこととした。 

 

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 

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，当該事業者を委

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 

令和２年度 駒札設置委託業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室 

 

３ 契約締結日 

令和２年８月１７日 

 

４ 履行期間 

令和２年８月１７日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区太秦西蜂ヶ岡町４番地 

株式会社 建巧社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，４９８，９２０円 

 

７ 契約内容 

市内産の木材である「みやこ杣木」を活用した観光客に魅力ある観光名所の由緒や見所を説明し

た案内板（駒札）の製作及び設置を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件は，観光客にわかりやすいデザインの提案による駒札を設置すること，設置先の意向や設置

後の原状復旧にできる限り応えること，わかりやすい多言語化説明文の作成を行うことを目的とす

るものである。 

委託事業者には，駒札の役割を十分理解し，盤面を通じて効果的に伝達するデザイン及び制作力

とわかりやすい翻訳の作成，設置先の要望に応えられる様々な施工技術力を保有することが求めら

れる。そのため，価格以外の要素における評価によって契約の相手方を選定する必要があることか

ら，提案を評価のうえ事業者を選定する公募型プロポーザルを実施した。 

結果，２事業者から応募があり，審査基準に従い審査し，当該応募事業者の提案内容を委託先と

して評価できることから，委託先事業者として選定した。 

よって地方自治施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，当該委託先事業者と随意契約を締

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 

審査委員４名を審査・採点方法，採点基準に基づき個別に採点したうえで，審査委員で協議した

結果を各事業者の得点とし，最も得点の高い上記事業者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 

令和２年度総合獣害対策事業 東山地域イノシシ捕獲業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室農林企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都八王子市小宮町922-7 

株式会社野生動物保護管理事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，２９１，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市左京区，東山区，山科区の一部地域（東山地域）における市街地周辺の農林業被害 

及び人身被害を防ぐため，住宅地等の市街地に出没する恐れのあるイノシシの侵入防止及び 

捕獲を行う。 

 

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，東山地域の地形や野生イノシシの生態に精通し，イノシシの侵入経路 

を踏まえ，市街地に出没する可能性が高いイノシシを安全かつ効率的に捕獲するための知識 

と技術が必要である。また，住居集合地域等においては猟銃を使用することはできず，麻酔 

銃を使用して不動化（止めさし）を行うため，熟練した技術・能力を有している相手方と契 

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 

   株式会社野生動物保護管理事務所は，京都府から府内の野生イノシシ生息調査委託業務を 

受ける唯一の団体であり，一度に複数頭捕獲するために，捕獲誘導柵の設置，餌付けによる 

大型捕獲柵への誘導及び遠隔操作による大型捕獲柵を用いた捕獲のための専門的知識と捕 

獲実績を有している。また，京都府下で唯一，住居集合地域等における麻酔銃の使用実績があり，

イノシシを安全に不動化する技術も有している。 



   よって，本随意契約理由の全ての条件を満たした唯一の団体である株式会社野生動物保護管理

事務所を委託先として選定。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度京都市野生鳥獣の保護及び管理活動等に係る補助業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室農林企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市野生鳥獣保護管理協議会   

 

６ 契約金額（税込み） 

２，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

野生鳥獣の保護及び管理活動等に係る補助業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 本業務は傷病野生鳥獣の保護及び管理活動等，その相談，指導等を行うことを目的とする。野

生動物の出没は，事前に予測ができないことから，本業務の履行については，常に緊急での対応

が求められ，通報から短時間（約３０分以内）で京都市内の現地に出動できることが必要である。

さらに，大型の野生動物の保護には，緊急性かつ危険性を伴い，最低３ないし４人の狩猟免許保

持者及び獣医師等の野生動物の扱いに精通した人員を緊急に必要人数確保し出動させられる体制

が求められる。そのため，本業務は京都市各地域の状況に精通し，かつ，野生鳥獣の取扱いに関

する専門的な知識や高度な技能を有する相手方と契約する必要がある。よって，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 

 京都市野生鳥獣保護管理協議会は，狩猟免許保持者及び獣医師等の野生動物の扱いに精通した

人員によって構成され，平成１２年７月の設立以降，「京都市野生鳥獣の保護及び管理活動等に係る

補助業務」を受託し，野生鳥獣の救護活動を行うほか，自然への理解の啓発や人間と野生鳥獣との

共生理念に根ざした鳥獣保護思想の普及啓発活動，野生動物による農業被害防止業務を行っている。 



そのため，本委託業務に必要な知識，資格を備えた人員を，緊急に必要人数確保し，通報から短

時間で現地に出動できる体制を有しており，同協会は本委託内容を受託できる唯一の団体であるた

め。 

 

11 その他 

  

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

令和２年度総合獣害対策事業 有害鳥獣捕獲業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室農林企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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  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） 

１２，６９５，１００円 

 

７ 契約内容 

野生鳥獣による農林水産物の被害を防止し，農林水産業の安定生産等を図るために，有害 

鳥獣の捕獲について委託契約を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，京都市内全域の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も 

のであり，長期にわたり市内の農地及び森林等において捕獲活動を行い，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捕獲の適正化に関する法律」 

  及び第１２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，３登録年度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なければ，

安全に有害鳥獣を捕獲することはできない， 

よって，これらの条件を満たす狩猟者で組織されている唯一の団体である，一般社団法人猟友

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 

令和２年度京北農林業地域活性化促進事業委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室農林企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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） 

９，９９９，０００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，３つの事業を総合的に実施することで，各事業を個別に実施するより，より効果的に

地域の活性化を促進することが可能である。そのため，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農地の利用調整と権利設定の手続きに関する知識や技術を持ち，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ない。よって，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 

公益財団法人きょうと京北ふるさと公社は，農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積円滑

化事業や農作業受託による優良農地の保全に努めるとともに，道の駅ウッディー京北の運営や空き



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，新規就農を希望される者に農地及び空き家のあっせんの相談の

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

ことから，効率的に事業運営を実施し，本委託内容を受託できる能力を兼ね備えた唯一の団体であ

る。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

令和２年度総合獣害対策事業久多ニホンザル（京都D群）捕獲等管理業務委託 
 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室農林企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年６月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年６月２日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都八王子市小宮町922-7 

株式会社野生動物保護管理事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

４，５０７，８００円 
 

７ 契約内容 

京都市左京区久多地域に出没し，農林作物被害及び生活環境被害を与えているニホンザ 
ル京都D群に対し，地元住民による追払いの推進や被害軽減を目的に，ニホンザル位置情報 
システムを活用しD群の行動調査を行うとともに，被害の現況把握及び集落環境点検等を実 

施し，地域住民が主体となった被害対策の体制づくりを目指す。 
 
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，業務実施エリアの地形及びD群の行動圏を熟知しており，ニホンザル位置

情報システムに精通し，地元住民への追払いの研修を行うための様々な知識を必要とするほか，

今後の被害低減のため被害状況の現況把握及び集落内の環境点検を行い，地域住民主体の防除対

策について提案する技術を有してい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 

  株式会社野生動物保護管理事務所は，過去に本市が委託した，当該地域におけるニホンザル京都

Ｄ群の行動圏管理業務等の受託先であり，業務実施エリアの地形，Ｄ群の生態状況及び行動圏を熟

知しているだけでなく，ニホンザル位置情報システムにも精通しており，住民に対して，本システ

ムを活用した研修の実績がある。 

  また，他県において，被害低減のために被害状況の現況把握及び集落内の環境点検によるデータ

の蓄積と地域内での話し合いを行い，住民主体の防除対策を提案するための専門的な知識と技術を

有している。 



  よって，本随意契約理由の全ての条件を満たした唯一の団体である株式会社野生動物保護管理事

務所を委託先として選定。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

令和２年度総合獣害対策事業ニホンザル（京都A群）捕獲等管理業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室農林企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年６月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年６月２日から令和３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都八王子市小宮町922-7 

株式会社野生動物保護管理事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，２４８，１００円 
 

７ 契約内容 

京都市左京区（主に八瀬，大原，修学院地区等）に出没し，農林作物被害及び生活環境 
被害を与えているニホンザル京都A群（以下，「A群」というに対し，地元住民による追払い 
の推進や被害軽減を目的に，ニホンザル位置情報システムを活用した生息状況調査と，繁殖活動

のためにA群に移出入する加害性の高いオスザルの有害捕獲を行う。また，京都市鳥獣対策担当

職員への研修を実施する。 
 
８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の実施には，業務実施エリアの地形及びA群の行動圏を熟知しており，ニホンザル 
位置情報システムに精通し，地元住民への追払いの研修を行うための様々な知識を必要とす 
るほか，A群に移出入するオスザルを選別し，捕獲するために熟練した技術を有している相 
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 

  株式会社野生動物保護管理事務所は，過去に本市が委託した，当該地域におけるニホンザル京都

Ａ群の行動圏管理業務等の受託先であり，業務実施エリアの地形，Ａ群の生態状況及び行動圏を熟

知しているだけでなく，ニホンザル位置情報システムにも精通しており，住民に対して本システム

を活用した研修の実績がある。 

  また，京都府の事業において，野生ニホンザルで加害レベルの高い個体を捕獲する業務を受 

託する等，群れに移出入するオスザルを選別し，有害捕獲するための専門的な知識と技術を有して



いる。 

  よって，本随意契約理由の全ての条件を満たした唯一の団体である株式会社野生動物保護管 

理事務所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 

京都市農業用ため池ハザードマップ作成業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局農林振興室農林企画課 

 

３ 契約締結日 

令和２年８月２６日 

 

４ 履行期間 

令和２年８月２６日から令和３年２月２６日から 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 

株式会社パスコ 

 

６ 契約金額（税込み） 

２３，６３９，０００円 

 

７ 契約内容 

 ため池が地震等により決壊した際に市民が迅速かつ安全に避難するための情報を提供するため，

下流に人家や公共施設等があり，決壊時に人的被害を与えるおそれのあるため池２０箇所について，

浸水想定区域等を示したハザードマップを作成する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

市民に分かりやすい内容で，長く利用してもらえるハザードマップを作成するため，受託候補者

の選定にあたっては，マップの内容やデザイン能力，マップへの住民意見の取入れ方等に対して，

ノウハウ等を有する業者を確保することが必要である。 

このため，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，公募型プロポ

ーザル方式により受託候補者選定を行ったため，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，資料収集及び資料整理の方法について的確な手法が提案されていた

ほか，マップ作成についても様々な工夫の提案があったことから，市民に分かりやすい内容で，長

く使ってもらえるマップ作成に資する提案であると判断したため。 

 



11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

未利用木材の利用促進事業委託 

 

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 

令和２年７月３日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月４日から令和３年３月１９日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市中央区道修町三丁目５番１１号 

株式会社グリーンパワーフュエル 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

木質バイオマス発電所への燃料材の供給を見据えて，未利用木材の搬出コストの試算及び未利用

木材の集約に向けた条件整理を行い，令和４年度に未利用木材を供給するための体制案を提示する。

また，FIT制度終了後も未利用木材を継続して供給するための課題を整理するとともに，課題を解決

するための方策例を提示する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の遂行にあたっては，木質バイオマス発電及び木質燃料の生産供給に関する知識と実績が

あり，本市における木質バイオマス燃料供給の事業化に向けた効果的かつ効率的なデータ収集及び

分析に基づくシミュレーションを実施できる者と契約するため。 

 

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 

公募型プロポーザルを実施し，応募があった１者の提案を「未利用木材の利用促進事業受託者候

補者選定委員会」において審査を行った結果， 本業務を実施し得る能力があると判断したため，選

定した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

重要インフラ施設周辺森林整備業務委託 

 

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 

 （当 初）令和２年５月２９日 

 （変更後）令和２年７月３日 

 

４ 履行期間 

令和２年５月３０日から令和２年１２月２５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） 

（当 初）５０，６３６，３００円 

（変更後）５３，３１５，９００円 

 

７ 契約内容 

叡山電鉄鞍馬線沿いの森林において，倒木被害の未然防止を図り，災害に強い森林へと更新する

ため，鉄道施設に被害を及ぼす恐れがある樹木を伐採・搬出し，伐採跡地を災害に強い森林へと更

新するために相応しい多様な樹種を植栽する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 （随意契約の理由） 

本業務は，鉄道沿線の森林整備を行うものであり，高度な伐採技術，伐採木の搬出集積の経験，

業務地の安全管理，伐採跡地の再生技術を総合的に有するとともに，事業実施箇所の特性を十分に

考慮した実施計画を作成し，鉄道会社及び周辺地域住民等と綿密な調整のうえ，円滑に事業を実施

できる者と契約するため。 

 

（変更契約の理由） 

伐採予定地及びその周辺において，周辺の樹木に被覆され，当初予見できなかった，鉄道施設等

へ被害を及ぼす恐れのある樹木が存在していること等が判明したことにより，追加伐採を行うため。 

 

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方式による提案募集を実施し，応募があった２者の提案を「重要インフラ施

設周辺森林整備業務受託候補者選定委員会」において審査した結果，最も高い評価点を得た者を選

定した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度大規模集約型林業モデル事業に係る計画策定等支援業務委託 

 

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 

令和２年８月３日 

 

４ 履行期間 

令和２年８月４日から令和３年３月１９日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区大手町１丁目３番２号 

住友林業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，１６０，０００円 

 

７ 契約内容 

大規模集約型林業モデル事業の対象地の現地調査，事業計画書の作成支援等 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，大規模集約型林業モデル事業のモデル地区約3,000haにおいて，必要な調査及び分析を

実施し，具体的かつ長期的な事業計画案を作成するとともに，事業計画に係る地域住民や森林所有

者との合意形成を支援するものであり，①広域森林での森林情報調査，事業計画の作成，施業の実

施までを実践する森林経営管理能力及び②林業に関する専門的な知識及びコンサルティング能力を

有し，③モデル地区特有の地域性に精通している者と契約するため。 

 

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 

住友林業株式会社は，約４８，０００haの自社有林のおける経営管理及び林業コンサルタント業

務の実績を有し，かつ，モデル地区の森林情報や地域の林業関係者の実情を把握しており，複数の

条件を満たす唯一の契約相手先であるため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度山村都市交流の森エリア維持管理業務委託 

 

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 

令和２年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年４月１日から令和３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 

公益財団法人京都市森林文化協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１７，２９９，７００円 

 

７ 契約内容 

山村都市交流の森のエリア内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，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） 

本業務の実施に当たり，山村都市交流の森における動植物や地形，地質，気候，林道などの幅広

い知識の習熟，台風などの自然災害発生後の迅速な対応，山村都市交流の森内の他施設との円滑な

連携について能力を有する者と契約するため。 

 

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 

公益財団法人京都市森林文化協会は，山村都市交流の森内に拠点を有し，災害時の迅速な対応が

可能であるとともに，必要な知識を成熟し，他施設との円滑な連携を図ることができるため。  
 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度林業経営支援事業に係る森林環境改善促進業務委託 

 

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 

令和２年８月３１日 

 

４ 履行期間 

令和２年９月１日から令和３年３月１９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 

公益財団法人京都市森林文化協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

５２，７２４，３２０円 

 

７ 契約内容 

新型コロナウイルス感染症の影響で休業者や失業者が増加している中，本市が公的な森林整備事

業を実施することにより，新規雇用を創出するとともに，林業における新たな担い手の確保・育成

を図る。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

以下の条件をすべて満たす者と契約するため。 

⑴ 契約締結後速やかに，今後継続して林業に従事する意欲のある１０名程度の者の新規雇用を開

始し，令和３年３月１９日までに６カ月間雇用できること。 

⑵ 新規雇用者に対し，林業に従事するために必要な技術を習得させられること。 

⑶ 事業地の状況を熟知し，除伐，防鹿柵の設置及び木道の更新を生態系保護に配慮して行えるこ

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 

公益財団法人京都市森林文化協会は，本市の緊急雇用創出事業の経験を生かして新たな雇用を実

施できるとともに，公益的機能の発揮を目的とした森林整備や防鹿柵の設置技術を有しており，複

数の条件をすべて満たす唯一の団体であるため。 



 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度京都三山の森再生業務委託 

 

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 

令和２年９月３０日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０月１日から令和３年３月１９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２－１４ 

一般社団法人京都森林整備隊 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，３３０，０００円 

 

７ 契約内容 

手入れ不足やシカの食害等が原因で荒廃した森林において，森林の多面的機能を高める森林再生

をモデル的に実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の実施に当たっては，実施箇所の表層地質や地形の凹凸等の森林立地条件等に応じた樹種

の選定や植栽方法の導入，適切な獣害対策等が必要であり，これらを実施できる高度な専門技術と

経験を有する相手方と契約するため。 

 

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 

公募型プロポーザル方式による提案募集を実施し，応募があった２者の提案を「京都三山の森再

生業務受託候補者選定委員会」において審査した結果，最も高い評価点を得た者を選定した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度風倒木被害地の再生モデル業務委託 

 

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 

令和２年５月２０日 

 

４ 履行期間 

令和２年５月２１日から令和２年１２月１８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） 

８，７４３，９００円 

 

７ 契約内容 

針葉樹人工造林の風倒木被害地における森林再生の指針（平成３０年台風２１号被害）に基づき，

同様の被害を繰り返さないための森林再生をモデル的に実施し，また，森林再生の促進に寄与する

技術者を育成する研修会を実施する。 

 

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等の森林立地条件等に応じた樹種

の選定や植栽方法の導入，適切な獣害対策等が必要であり，これらを実施し，かつ研修により新た

な技術者を育成できる高度な専門技術と経験を有する相手方と契約するため。 

 

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 

公募型プロポーザル方式による提案募集を実施し，応募があった２者の提案を「風倒木被害地の

再生モデル業務受託候補者選定委員会」において審査した結果，最も高い評価点を得た者を選定し

た。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度林業経営支援事業に係る森林環境改善促進業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局京北農林業振興センター 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月２８日 

 

４ 履行期間 

令和２年９月２９日から令和３年３月１９日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京北銘木生産協同組合 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，９８３，３４６円 

 

７ 契約内容 

失業者等を雇用し，市有林「合併記念の森」内等で危険木伐採等の業務を実施することで，林業

に従事するために必要な技能を習得させる。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の委託先実施は，以下の条件をすべて満たす必要がある。 

①契約締結後速やかに，継続して林業等に従事する意欲のある2名程度の者を新規で雇用し，令和２

年３月１９日までの５箇月間雇用できること。 

②雇用した者に対し，林業の従事に必要な基本的な技術の習得をさせることができ，雇用期間終了

後に市内の林業事業体等での雇用につなげられること。 

③「合併記念の森」を含む２箇所の市有林の植生や地形等施業地の状況を熟知し，除伐，路網改良

及び危険木処理等について，作業者の安全確保や森林の保全等を的確に行えること。 

 委託先である京北銘木協同組合は，平成２３年度の緊急雇用事業において，新規雇用者を雇用し

必要な研修を行った実績がある。また，京北地域において林業事業体等で組織する協同組合で，育

成した人材の雇用先の確保を図ることが可能である。 

 さらに，「合併記念の森」において，本市から路網管理の委託業務を受託している唯一の事業者で，

施業地の環境等を熟知しており，本業務を安全かつ的確に遂行する能力を有している。 

 よって，京北銘木協同組合は，委託先選定のすべての条件を満たす唯一の事業体である。 

 

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 

令和２年度林業経営支援事業に係る森林環境改善促進業務委託 

 

２ 担当所属名 

産業観光局京北農林業振興センター 

 

３ 契約締結日 

令和２年９月３０日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０月１日から令和３年３月１９日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京北木材業協同組合 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，９７７，８５０円 

 

７ 契約内容 

失業者等を雇用し，市有林「合併記念の森」内で天然林改良等の業務を実施することにより，林

業に従事するために必要な技能を習得させる。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の委託先は，以下の条件をすべて満たす必要がある。 

①契約締結後速やかに，継続して林業等に従事する意欲のある2名程度の者を新規で雇用し，令和３

年３月１９日までの５箇月間雇用できること。 

②雇用した者に対し，林業の従事に必要な基本的な技術の習得をさせることができ，雇用期間終了

後に市内の林業事業体等での雇用につなげられること。 

③市有林「合併記念の森」の植生や地形等施業地を熟知し，かつ，天然林の施業実績及び専門的な

技術を有し，作業者の安全確保や森林の保全等を的確に行えること。 

 京北木材業協同組合は，京北地域の林業における中核的な素材生産者で構成する団体であり，京

北商工会の会員でもある。構成員や商工会の情報ネットワークを活用し，迅速な新規雇用が可能で

あり，また，構成員の実践に根付いた豊富な知識と優れた技術により，実践的な知識と技術を習得

させることができるほか，育成した人材の雇用先の確保を図ることが可能である。 

 さらに，「合併記念の森」における天然林の改良施業の受託実績を有する唯一の事業者で，施業地

の環境等を熟知しており，本業務を安全かつ的確に遂行する能力を有している。 

 よって，京北木材業協同組合は，委託先選定のすべての条件を満たす唯一の事業体である。 

 

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 

 

 


