
001 令和2年10月19日
平成２７年（２０１５年）京都市産業連関表の作成及び活用手法の検討
業務委託

8,400,000 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

002 令和2年04月01日
（単価契約）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

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
（単価契約）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

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11月30日 北関連２号棟及び３号棟に係る土壌汚染対策等業務委託 74,800,000 
産業観光局
中央卸売市場
第一市場

ナガタ工業株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

005 令和2年12月01日
京都市中央卸売市場第一市場（関連２号棟）施設整備事業に伴う埋蔵文
化財発掘調査等業務委託

27,852,000 
産業観光局
中央卸売市場
第一市場

公益財団法人京都市埋蔵文化財研
究所

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

006 令和2年12月01日 大・小動物高架軌条設備清掃業務委託 11,275,000 
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

007 令和2年10月22日 京都市勧業館冷却塔整備業務委託 86,680,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

日本ビー・エー・シー株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

008 令和2年10月26日 「新京都館プロジェクト」YouTube動画制作等業務委託 8,592,100 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

株式会社クロステック・マネジメ
ント

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

009 令和2年11月17日 和装産地支援事業における制作物貸出事業業務委託 5,000,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

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

010 令和2年11月09日 京都市勧業館吸収冷温水機整備業務委託 30,217,440 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

パナソニック産機システムズ株式
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12月10日 京都市勧業館二酸化炭素消火設備容器弁更新業務委託 6,417,400 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

能美防災株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

012 令和3年02月05日 京都市勧業館非常用発電設備点検整備業務委託 13,420,000 
産業観光局クリエイ
ティブ産業振興室

ヤンマーエネルギーシステム株式
会社

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

013 令和2年12月14日 「京ものマーケット(仮)」企画運営業務委託 63,000,000 
産業観光局
地域企業支援策活用推
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

契約金額（税込）

随意契約一覧表

予定総額（当初）
5,905,845

予定総額（変更前）
6,048,405

予定総額（変更後）
11,711,973

予定総額（当初）
10,798,920

予定総額（変更前）
14,977,550

予定総額（変更後）
21,392,750

（単位：円）
契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令



契約金額（税込）

随意契約一覧表

（単位：円）
契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

014 令和2年12月14日 「KYOTO in TOKYO(仮)」企画運営業務委託 31,981,295 
産業観光局
地域企業支援策活用推
進室

CCCアートラボ株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

015 令和3年01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
センターにおける相談業務委託

8,700,000 
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

016 令和2年04月17日 京都観光総合調査に係る調査業務委託

（当初）
13,426,281
（変更前）
8,778,308

（変更後）
5,155,992

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

017 令和2年10月01日 新型コロナウイルス感染症に係る修学旅行専用電話相談業務委託 12,339,608 
産業観光局観光ＭＩＣ
Ｅ推進室

株式会社メディカル・コンシェル
ジュ

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第７号

018 令和2年10月01日 農産物等の販売促進啓発業務委託 12,999,434 
産業観光局農林振興室
農林企画課

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

019 令和2年10月30日 令和２年度森林保全ニホンジカ等捕獲・防除対策に係る業務委託 6,542,800 
産業観光局農林振興室
農林企画課

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

020 令和2年10月07日
令和2年度四季・彩りの森復活プロジェクトに係る四季の森施業等業務委
託

5,980,700 
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

021 令和2年10月23日 令和２年度チマキザサ再生事業業務委託 7,920,000 
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

022 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

（当初）
15,983,346
（変更後）
15,786,986

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

023 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

（当初）
15,977,850
（変更後）
15,105,125

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



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年（２０１５年）京都市産業連関表の作成及び活用手法の検討業務委託 

 

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１０月１９日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０月１９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） 

８，４００，０００円 

 

７ 契約内容 

「平成27年（2015年）京都市産業連関表」を作成することを目的に，平成30年度～令和3年度の4

箇年度をかけて実施する予定の3箇年度目に当たる業務。京都市の産業特性を踏まえた産業連関表を

作成することはもとより，最終的には，数年間にわたる産業連関表作成に向けた取組を通じて，産

業政策をはじめ京都市の関連部署の職員が，京都市を取り巻く地域経済循環の把握の方法とそこで

の産業連関表の活用方法等に対する理解を深め，産業政策の効果を分析するツールとして産業連関

表を活用できる環境を整備することを目的としており，本年度においては，公表予定にある平成27

年京都府産業連関表との整合調整等を行い，「平成27年（2015年）京都市産業連関表（取引基本表）」

及び「雇用表（生産活動部門別従業者内訳表）」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） 

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。とりわけ，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ため，継続的な作成作業

が不可欠であることから，新たに委託事業者を選定すると，過年度の「平成２７年（２０１５年）

京都市産業連関表の作成及び活用手法の検討業務」で培ったノウハウが活用できず，産業連関表作

成作業の継続性も確保できないことから，履行内容に顕著な差異が現れるものと考えられる。従っ

て，契約の内容及び性質が競争入札に適さないため，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 

業務の目的を達成するために必要な要素を整理するとともに，産業連関表作成に係る継続性及び

効率性の観点も踏まえ，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。 

 

(１)高度な専門性 

産業連関表は，本市において，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１年間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。 

(２)業務の継続性 

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進めていく必要がある。２箇年目以降の作成業務においては，前年度までの

作業を引き継ぐ必要があり，事業者が変更になった場合には，それまでの作業経過を精緻に把握で

きないなど，業物遂行に重大な支障をきたすため，継続的な業務遂行が求められる。 

 

これらの条件を満たすことができる事業者は，過年度の同事業を実施した三菱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，同社と随意契約を締結する。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

（単価契約）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１２月１４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 京都支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

予定総額 （当 初） ５，９０５，８４５円 

予定総額 （変更前） ６，０４８，４０５円 

予定総額 （変更後）１１，７１１，９７３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） 

＜変更契約理由＞ 

  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 

（単価契約）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１２月１４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 京都支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

予定総額 （当 初）１０，７９８，９２０円 

予定総額 （変更前）１４，９７７，５５０円 

予定総額 （変更後）２１，３９２，７５０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） 

＜変更契約理由＞ 

  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 

北関連２号棟及び３号棟に係る土壌汚染対策等業務委託 

 

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１１月３０日 

 

４ 履行期間 

令和２年１２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 

  京都市山科区勧修寺南大日町７番地 

ナガタ工業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７４，８００，０００円 

 

７ 契約内容 

  北関連１号棟ほか４棟解体撤去工事に係る２号棟及び３号棟下の土壌に含まれる汚染土建物 

基礎の適正な処理 

 

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，当該区域内に存在する汚染土壌ならびに関連２号棟及び３号棟

の基礎を適正に処理することが重要であり，北関連棟解体工事に係る経過を熟知していることが求

められる。さらに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１１条第１項及び第２１条の３第１項によ

り業務の受託者が本件工事の元請業者に限定されている。 

  そのため，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 

ナガタ工業株式会社は，「京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし，北関連１号棟ほか４棟

解体撤去工事」の請負業者であることから，本業務の委託先として選定する。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市中央卸売市場第一市場（関連２号棟）施設整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査等業務委託 

 

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１２月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年１２月２日から令和３年６月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町２６５番地の１ 

公益財団法人 京都市埋蔵文化財研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，８５２，０００円 

 

７ 契約内容 

  該当区域の発掘調査及び調査結果に対する考古学的考察 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件については，本市の埋蔵文化財の特性及び歴史に関する専門的な知識が必要であることから，

（１）市内で継続して発掘調査を実施していること，また，（２）履行に必要な人員・機材等を保有

していることが履行する者に必要な条件となる。 

 そのため，条件（１）の該当者（本市文化市民局文化財保護課の確認による）である３者全員に

対し，条件（２）及び本案件実施の意向を確認したところ，すべての条件を満たし，実施の意向を

示した者が受託者のみであったことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づく

随意契約とした。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

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・小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１２月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年１２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 

大阪市淀川区西中島５－１４－２２リクルート新大阪ビル９F 

花木工業株式会社大阪支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，２７５，０００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，設備設置工事

を行い，日々の点検業務委託業務を行っている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 

京都市勧業館冷却塔整備業務委託 

 

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１０月２２日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０月２３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 

東京都世田谷区新町２丁目２７番４号 

日本ビー・エー・シー株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

８６，６８０，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市勧業館の空調機器の一部である冷却塔の修繕・整備を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

修繕する冷却塔は，製造者独自の技術を用いた仕様となっていることに加え，京都市勧業館の

空調設備・電気設備等とも密接に関連していることから，他の製造者による修繕が困難であるだ

けでなく，当該機器の修繕の不備が各システムに重大な故障を招く恐れがあることから，既設設

備の製造者に委託しなければ修繕の目的を達成できないため。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「新京都館プロジェクト」YouTube動画制作等業務委託 

 

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１０月２６日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０月２６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 

京都市左京区北白川瓜生山２番地１１６号 

株式会社クロステック・マネジメント  

  

６ 契約金額（税込み） 

８，５９２，１００円 

 

７ 契約内容 

首都圏をはじめ多くの方に，伝統産業をはじめとする京都の多様な文化や魅力を発信し，京都へ

の投資を喚起することを目的に，動画の制作を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業は，全国から多くの方が視聴する動画投稿サイト「YouTube」等において，首都圏をはじめ

多くの方に，伝統産業をはじめとする京都の多様な文化や魅力を発信し，京都への投資を喚起する

ことを目的としており，受託者の経験，能力が成果物に与える影響が大きいことから，本業務の目

的を効率的且つ効果的に達成するため，価格以外の要素を比較し，契約の相手方を選定することが

適当であるため，公募型プロポーザル方式による業者選定を実施。 

 

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 

和装産地支援事業における制作物貸出事業業務委託 

 

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１１月１７日 

 

４ 履行期間 

令和２年１１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 

京都市左京区岡崎成勝寺町９番地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） 

５，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により，京都の文化を支える和装産地が存続の危機にさら

されていることから，職人の仕事を創出するために制作したきものや帯等を学校やMICE等に貸し出

すために小物類の購入やカタログ製作など必要な業務を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 当該事業は，新型コロナウイルス感染症の感染拡大により，京都の文化を支える和装産地が存続

の危機にさらされていることから，職人の仕事を創出するために，制作したきものや帯等を，学校

や MICE 等に貸し出すために必要な業務を行い，実際に貸し出すことを目的としている。 

本事業の実施にあたっては MICE 等への貸出実績があること，学校との関係構築がされていること，

きものや帯を管理できる知識及びその実績を要すること，これらの条件を満たす必要がある。 

公益財団法人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，コンベンションビューローなどとの関係構築が行われており，実際に伝統産業製品

を MICE 等に貸出した実績を有する。また，普段から，学校から子どもたちの受入れも積極的に行っ

ており，学校との関係構築もされている。さらに，伝統産業に対する深い理解があり，西陣織や京友



禅に対する知識も有し，実際にきものや帯を管理している実績がある。 

以上から，当該団体は全ての条件を満たす唯一の団体であり，随意契約を行うものである。 

 

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 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市勧業館吸収冷温水機整備業務委託 

 

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１１月９日 

 

４ 履行期間 

令和２年１１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 

大阪市中央区博労町１－３－１０ 

パナソニック産機システムズ株式会社 近畿支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

３０，２１７，４４０円 

 

７ 契約内容 

京都市勧業館の空調機器の一部である吸収冷温水機の修繕・整備を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

修繕する吸収冷温水機は，製造者独自の技術を用いた仕様となっていることに加え，京都市勧

業館全体の空調設備・電気設備等とも密接に関連していることから，他の製造者による修繕が困

難であるだけでなく，当該機器の修繕の不備が各システムに重大な故障を招く恐れがあることか

ら，既設設備の製造者に委託しなければ修繕の目的を達成できないため。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 



11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市勧業館二酸化炭素消火設備容器弁更新業務委託 

 

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１２月１０日 

 

４ 履行期間 

令和２年１２月１１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 

京都市南区唐橋西平垣町７番地２ 

能美防災株式会社 京都支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，４１７，４００円 

 

７ 契約内容 

京都市勧業館の二酸化炭素消火設備の容器弁更新を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

更新する二酸化炭素消火設備は，消防関係法規により設置が義務付けられた設備であることか

ら，設備一括で消防認定を取っているものであり，他社製品を部分的に流用すると，設備の安全

性及び動作の確実性が担保されない恐れがあり，既設設備の製造者に委託しなければ本更新の目

的を達成できないため。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 



11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市勧業館非常用発電設備点検整備業務委託 

 

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３年２月５日 

 

４ 履行期間 

令和３年２月６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 

兵庫県尼崎市潮江一丁目３番３０号 

ヤンマーエネルギーシステム株式会社 大阪支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１３，４２０，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市勧業館の非常用発電設備点検整備を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

今回修繕する非常用発電設備は，製造者独自の技術を用いた仕様となっていることに加え，京

都市勧業館の各種電気設備等とも密接に関連していることから，他の製造者による修繕が困難で

あるだけでなく，当該機器の修繕の不備が各システムに重大な故障を招く恐れがあることから，

既設設備の製造者に委託しなければ修繕の目的を達成できないため 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 



11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「京ものマーケット(仮)」企画運営業務委託 

 

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 

（当 初）令和２年１２月１４日 

（変更後）令和３年 ２月２６日 

 

４ 履行期間 

令和２年１２月１４日から令和３年９月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町２５６番地 

株式会社関広 

 

６ 契約金額（税込み） 

６３，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

新型コロナウイルス感染症の拡大により，催事・行事といった販売機会が激減し，かつてない

ほど深刻な影響を受けている京都の産業を守るため，みやこめっせ及び岡崎公園において販売促

進につながるイベントの実施に係る企画及び運営。 

 

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＞ 

本市では，新型コロナウイルス感染症の拡大により，催事・行事といった販売機会が激減し，

かつてないほど深刻な影響を受けている京都の産業を守るため，みやこめっせ及び岡崎公園にお

いて販売促進につながるイベントを実施する。 

本業務は，みやこめっせ及び岡崎公園における販売促進業務を企画及び運営するものであり， 

  委託業者の選定に当たっては，業界の活性化につながる企画提案及び販売ノウハウが重要となる。    

主に価格以外の要素における競争で相手方を選定する必要があるため，公募型プロポーザル方

式により業者選定を実施。 

＜変更契約の理由＞ 

   令和３年２月２０日，２１日に開催を予定していたイベントについて，緊急事態宣言発出等に

伴い，事業の実施を令和３年度に延期することとしたため，変更契約を行った。 

 

 

 



９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「KYOTO in TOKYO(仮)」企画運営業務委託 

 

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 

（当 初）令和２年１２月１４日 

（変更後）令和３年 ２月２６日 

 

４ 履行期間 

令和２年１２月１４日から令和３年１１月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都渋谷区南平台町１６－１７ 

ＣＣＣアートラボ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

３１，９８１，２９５円 

 

７ 契約内容 

新型コロナウイルス感染症の拡大により，催事・行事といった販売機会が激減し，かつてない

ほど深刻な影響を受けている京都の産業を守るため，首都圏の集客が見込める会場で，京都の魅

力を「知る」「見る」「食べる」ことができる取組の実施に係る企画運営業務。 

 

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＞ 

本市では，新型コロナウイルス感染症の拡大により，催事・行事といった販売機会が激減し，

かつてないほど深刻な影響を受けている京都の産業を守るため，首都圏において販売促進につな

がるイベントを実施する。 

 本業務は，首都圏における販売促進業務を企画及び運営するものであり，委託業者の選定に当

たっては，首都圏での販売ノウハウが重要となり，主に価格以外の要素における競争で相手方を

選定する必要があるため，公募型プロポーザル方式による業者選定を実施。 

 ＜変更契約の理由＞ 

   令和３年２月６日から令和３年２月２１日までに開催を予定していたイベントについて，緊急

事態宣言発出等に伴い，事業の実施を令和３年度に延期することとしたため，変更契約を行った。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 



 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都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３年１月１５日 

 

４ 履行期間 

令和３年１月１８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） 

８，７００，０００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 

 

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，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 

  京都観光総合調査に係る調査業務委託 

 

２ 担当所属名 

  産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室  

 

３ 契約締結日 

  （当 初）令和２年４月１７日 

  （変更後）令和３年１月２０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及び商号等 

  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） 

  （当 初）１３，４２６，２８１円 

  （変更前） ８，７７８，３０８円 

  （変更後） ５，１５５，９９２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（変更契約の場合は変更理由） 

＜変更理由＞ 

新型コロナウイルス感染症の影響により，京都観光総合調査における一部調査（対面でのアンケ

ート配布や聞き取りなど）の実施が困難となったこと，並びに新型コロナウイルス感染症対策の実

施が必要となったため，変更を行った。 

 

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 

新型コロナウイルス感染症に係る修学旅行専用電話相談業務委託 

 

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１０月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０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 

京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング５階 

株式会社メディカル・コンシェルジュ京都支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，３３９，６０８円 

 

７ 契約内容 

京都滞在中の修学旅行生に新型コロナウイルスの感染疑いが発生した場合，健康上の相談を受け

る修学旅行生専用の２４時間電話相談窓口業務を委託するもの 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当該事業の実施に当たっては，相談員の要件として，医療の有資格者であること，新型コロナウ

イルスの感染疑いの相談対応に係るノウハウやスキルを備えていること及び修学旅行に関する一定

の知識や京都市内の地理的な知識を有することが求められ，さらに，相談員には所定の研修を必須

としている。また，環境整備上も，電話機器やパソコン，執務スペースの確保が必要となる。 

令和２年８月２０日から同年９月３０日までを履行期間とする類似契約を委託していた事業者に

おいては，相談員を確保し，研修を終了しているとともに，設備環境においても既に必要な状況を

確保しており，それらを活用等することにより，他の者よりも著しく有利な契約を締結できる見込

みがある。 

以上のことから，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７号の規

定に基づき，随意契約を締結した。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第７号 



 

10 契約の相手方の選定理由 

当初契約は「株式会社メディカル・コンシェルジュ株式会社」が受託している。相手方の選定に

当たり，他の２事業者から見積書を徴取したところ，同社は著しくかつ最も有利な価格であったた

め，同社を契約の相手方として選定した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

農産物等の販売促進啓発業務委託 

 

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１０月１日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０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 

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） 

  １２，９９９，４３４円 

 

７ 契約内容 

ホームページ「おあがりやす！京の旬野菜」のリニューアル及びリニューアルしたホームページ 

の効果的な広告 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本ホームページは，平成２５年度に株式会社リーフ・パブリケーションズが構築した独自のシス

テムで運用しており，現在まで同社が運用・保守管理を行ってきた。 

 今回のリニューアルは，ホームページの既存機能の改良・充実，新機能の追加を行うものであり，

本システムを構築した者以外の事業者が改修した場合，システムの理解に多大な時間を要する他，

既存機能の損傷及びシステム障害が生じる恐れがある。 

 また，交通機関を利用した広報の実施にあっては，ホームページの完成後，遅滞なく行う必要が

あり，ホームページの内容を熟知している者が行うことにより，より効果的な広告活動が可能とな

る。 

 したがって，ホームページの改修と広報の実施にあたっては，個々に実施可能な事業者はいるも

のの，双方の業務をより効果的に実施できる要件を満たすのは，ホームページの構築者である株式

会社リーフ・パブリケーションズに特定される。 

 

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 

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年度森林保全ニホンジカ等捕獲・防除対策に係る業務委託 

 

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１０月３０日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０月３１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） 

６，５４２，８００円 

 

７ 契約内容 

 久多八丁平及びその周辺地域における森林被害の軽減及び植生を保護するため，有害鳥獣

の捕獲及び防鹿柵の設置等の業務を行う。 

（１）ニホンジカの有害鳥獣の捕獲及び捕獲個体の処分作業 
  （２）防鹿柵設置及び修繕作業 

 

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，八丁平及びその周辺地域の地形，森林及び湿原の植生に精通しており，

その保全管理及び有害鳥獣の捕獲や防除について適切な判断ができ，迅速に対応できる相手

方と契約する必要があるため。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

公益財団法人京都市森林文化協会は，これまでから久多市有林の保護巡視業務や山村都市

交流の森エリア維持管理業務を担い，久多市有林の地形及び八丁平の湿原の植生等に精通す

るとともに，森林の保全及び整備に関する専門的知識を有している。 

また，ニホンジカ等の有害鳥獣の捕獲及び防除について，必要な経験や実績を有しており，

本委託業務を実施することができる唯一の団体であるため。 

 



11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度四季・彩りの森復活プロジェクトに係る四季の森施業等業務委託 

 

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１０月７日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０月８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） 

５，９８０，７００円 

 

７ 契約内容 

森林整備及び案内表示板の設置 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

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

る必要があるため。 

 

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 

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

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

森林文化協会を本業務の委託先として選定した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度チマキザサ再生事業業務委託 

 

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１０月２３日 

 

４ 履行期間 

令和２年１０月２４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） 

７，９２０，０００円 

 

７ 契約内容 

北部山間地域（花背別所町，大原百井町ほか）におけるチマキザサ群落を保護するため，防鹿柵

を設置するとともに，地域住民の副収入源であったチマキザサ加工産業の活性化を支援するため，

チマキザサの生産や加工に係る情報の収集，整理を実施する。 

 

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，森林保全及び耐雪性防鹿柵の設置に関する知識や技術に精通し，山

林斜面地での設置，維持管理の実績を有していること，防鹿柵が破損した場合の早急な補修や災害

発生時の即座な対応ができることに加え，地域住民との良好な関係を構築し，チマキザサの再生，

加工に係る情報を滞りなく収集できることが必要であり，これらの条件をすべて満たす唯一の団体

であるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

（当 初）令和２年９月２８日 

（変更後）令和３年３月１９日 

 

４ 履行期間 

令和２年９月２９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 

京都市右京区京北細野町瀧ノ向６番地２ 

京北銘木生産協同組合 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１５，９８３，３４６円 

（変更後）１５，７８６，９８６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） 

＜変更の理由＞ 

新規雇用者の出勤日数の実績が当初設計を下回ったことにより，新規雇用者の人件費の一部に不

用が生じたため。 

 

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２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本事業の目的を達成するために，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，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，市内の

林業事業体等での雇用につなげられること， 「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が条件であるが，これらの条件を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 

（当 初）令和２年９月３０日 

（変更後）令和３年３月１９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 

  京都市右京区京北鳥居町昇尾５－２ 

京北木材業協同組合 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１５，９７７，８５０円 

（変更後）１５，１０５，１２５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） 

＜変更の理由＞ 

新規雇用者の出勤日数の実績が当初設計を下回ったことにより，新規雇用者の人件費の一部に不

用が生じたため。 

 

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２号 

 

１０ 契約の相手方の選定理由 

 本事業の目的を達成するために，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，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，市内の

林業事業体等での雇用につなげられること，「合併記念の森」の植生や地形等施業地の状況を熟知し，

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

ことが条件であるが，これらの条件を満たす唯一の団体であるため。 



１１ その他 

 


