
001 平成30年02月09日
障害福祉システム　平成30年4月障害者総合支援法等改正に伴うシステ
ム改修

36,126,486 
保健福祉局障害保健
福祉推進室

障害福祉システム　平成30年4月
障害者総合支援法等改正に伴う
システム改修コンソーシアム

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

002 平成29年11月30日
第二期京都市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）作
成業務委託

5,999,400 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

日本システム技術（株）
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成30年01月05日
７０歳以上の自己負担額の上限額変更に伴う国民健康保険オンライン
システム改修

28,035,493 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

７０歳以上の自己負担額の上限額変
更に伴う国民健康保険オンラインシ
ステム改修コンソーシアム

地方自治法施行令１６７条の２第
１項第２号

004 平成29年12月18日
滞納整理支援システム連携に係る国保システム改修（平成２９年度
分）

11,547,360 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

日本電気（株）
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

005 平成29年09月19日 介護保険制度改正(第７期計画)に係るシステム改修(平成29年度)
(当　初)132,367,791
(変更後)186,012,167

保健福祉局健康長寿
のまち・京都推進室
介護ケア推進課

介護保険制度改正(第７期計画)
に係るシステム改修（平成２９
年度）コンソーシアム

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２号

006 平成29年04月01日 平成２９年度日本電気株式会社製端末その他付属機器レンタル契約
(当　初)30,232,116
(変更後)40,309,488

保健福祉局健康長寿
のまち・京都推進室
介護ケア推進課

日本電気株式会社製端末その他
付属機器に係る賃貸借業務コン
ソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

007 平成29年10月02日
高齢者肺炎球菌及びインフルエンザ自己負担区分証明書発行業務に関
する派遣スタッフ委託契約

予定
総額

16,848,000 
保健福祉局医療衛生
推進室健康安全課

（株）キャリアパワー
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

008 平成29年11月01日 平成29年度 京都市中央斎場動物炉排ガス処理設備保守点検業務委託 19,234,260 
保健福祉局医療衛生
推進室医務衛生課

大阪ガスエンジニアリング
（株）

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

009 平成29年06月01日 違法不適切な「民泊」施設の適正化指導の強化に向けた調査業務
（当初）　18,181,859
（変更後）30,181,675

保健福祉局医療衛生
推進室医務衛生課

（株）ＪＴＢ西日本
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

010 平成29年12月01日 レントゲン画像の読影システム構築業務委託 27,000,000 
保健福祉局健康長寿
のまち・京都推進室
健康長寿企画課

（株）島津製作所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

011 平成29年12月25日 市内飲食店全面禁煙の実施要請に係る周知業務委託契約 5,500,000 
保健福祉局健康長寿
のまち・京都推進室
健康長寿企画課

（株）関広
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

（単位：円）
契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名

随意契約一覧表

契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

障害福祉システム 平成３０年４月障害者総合支援法等改正に伴うシステム改修 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局障害保健福祉推進室 

 

３ 契約締結日 

平成３０年２月９日 

 

４ 履行期間 

契約締結日の翌日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

障害福祉システム 平成３０年４月障害者総合支援法等改正に伴うシステム改修コンソーシアム 

代表者 日本電気株式会社  

 

６ 契約金額（税込み） 

３６，１２６，４８６円 

 

７ 契約内容 

平成３０年４月１日に障害者総合支援法及び児童福祉法の改正法が施行され，障害福祉サー

ビス費等報酬改定が行われることに伴い，本市障害福祉システムの改修を行う。 

（１）新規サービスの創設 

ア 自立生活援助 

イ 就労定着支援 

ウ 居宅訪問型児童発達支援 

（２）報酬改定への対応 
 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

今回の制度変更に伴うシステム改修において，障害福祉サービス支給内容及び報酬請求情報

を中心としたシステム構築が必要となっており，現行システムのプログラム及び定義情報（フ

ァイル及び帳票等）に対する改修が必要になることや，住基や税のシステムからも情報の受け

渡しを行っており，日本電気株式会社の汎用コンピュータＡＣＯＳシステムのハードウェア及

びソフトウェアに関する知識や技術が不可欠であることから，競争入札による業者の選定は適

さない。 
 

９ 根拠法令 

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

□地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 



 

10 契約の相手方の選定理由 

現行の障害福祉オンラインシステムに関する詳細な技術情報及びソフトウェアの著作権は，

日本電気株式会社が有しており，本業務の履行に当たっては，システムに障害が発生した場合

の復旧等の様々な不具合に迅速に対処する必要があり，システムの復旧を行うための原因の特

定と対処方法の決定・実施には，高度な専門技術及び知識とともに，本システムに関する詳細

な技術情報が必要となることから，同社が代表幹事会社を務める「障害福祉システム 平成３

０年４月障害者総合支援法等改正に伴うシステム改修コンソーシアム」を契約の相手方とする。 

なお，日本電気株式会社については，競争入札参加停止中（平成２９年２月２日から平成３

０年１１月２９日まで）であるが，前述の理由により，京都市競争入札参加停止取扱要綱第９

条ただし書※の規定に該当するため，契約の相手方とする。 

※ 原則，参加停止中は随意契約の相手方とできないが，やむを得ない事由があるときは，

この限りでない。 

また，今回の業務について，日本電気株式会社は，グループ企業及び協力会社と共同して，

実施業務に限定してコンソーシアムを設立し，受託業務の履行を行うため，日本電気株式会社

を代表幹事会社とし，自治体におけるシステム開発・保守の実績を１０年以上有し，同社が著

作権を有するソフトウェアの仕様を許諾しているＮＥＣソリューションイノベータ株式会社，

株式会社ソフィア及び北港情報サービス株式会社をコンソーシアム構成員と認めることとする。 

（参考） 

共同して業務を実施する場合，本市個人情報保護条例の罰則規定は再委託先事業者に適用さ

れないことから，「電子計算機による事務処理等の契約に係るガイドライン」に基づき，コンソ

ーシアム契約（複数事業者による連合体との契約）することとしている。 
 

11 その他 

特になし 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

第二期京都市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）作成業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部保険年金課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１１月３０日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１１月３０日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市北区中之島二丁目３番１８号 

日本システム技術株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，９９９，４００円 

 

７ 契約内容 

第二期京都市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）の作成 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

第二期京都市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）作成には，保健事業に対する

理解及びデータ解析のためのシステムに関する知識が必須であるため，費用のみの競争入札では充

分な計画を作成できない可能性があるため。 

 

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 

事業者の選定にあたってはプロポーザル方式を採用した。平成２９年１１月１７日に開催した選

考会において，日本システム技術株式会社からのみ企画書の提出を受けたが，評価点が４２０満点

中３３７点と８割以上の得点となり，企画内容に問題なく，また業務遂行能力も高いと判断された

ことから，同社を委託先として選定した。 

 

11 その他 

特になし 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

７０歳以上の自己負担額の上限額変更に伴う国民健康保険オンラインシステム改修 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部保険年金課 

 

３ 契約締結日 

平成３０年１月５日 

 

４ 履行期間 

平成３０年１月５日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

７０歳以上の自己負担額の上限額変更に伴う国民健康保険オンラインシステム改修コンソーシアム 

  コンソーシアム代表者 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２８，０３５，４９３円 

 

７ 契約内容 

７０歳以上の自己負担額の上限額変更に伴い，平成３０年８月１日以降の適用区分，限度額適用

認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証，国保連合会連携における高齢所得区分に係る資格

サブシステム（オンライン・バッチ）及び給付サブシステム（オンライン）の改修を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

国民健康保険オンラインシステムは，住民基本台帳，市民税などの本市既存のシステムの利

用を前提として日本電気株式会社（以下，「日本電気」という）の汎用コンピュータ ACOS シ

ステムのハードウェア，ソフトウェアの各機能を使用し，京都市独自のシステム開発を行い，

平成７年以降，現在に至るまで円滑に業務運用を行ってきたところである。 

 今回のシステム改修の契約は，次のとおり著作権等の排他的権利及び特殊な技術に係る特定

役務の調達であって契約の相手先が特定されるため，随意契約により日本電気に委託する。 

 
（１） 既存のシステムの状況について 

 現行の国民健康保険オンラインシステムは「資格」「賦課」「給付」「徴収」等のサブシステム

からなっており，これらのサブシステムが相互に連携しながら一体となって機能している。当

該サブシステムに係る基盤開発及び保守管理については日本電気が行っており，そのプログラ

ムや定義情報（ファイル，画面，帳票等）についての著作権についても，日本電気が有してい

る。 

 



（２） 今回の改修対象について 

 平成３０年８月から実施される７０歳以上の自己負担額の上限額変更に伴いシステム改修を

以下の部分について行う。 
  ア 高額療養費の算定基準額の見直しに係るＯ／Ｌ及びＢ／Ｔ改修作業 

  イ 限度額適用認定証対応に係るＯ／Ｌ及びＢ／Ｔ改修作業 

  ウ 一部負担金の割合の判定方法の見直しに係るＯ／Ｌ及びＢ／Ｔ改修作業 

  なお，本委託業務は，改修作業のうち，要件定義から概要設計までを範囲とする。 

 
 改修対象となるのは，既存の「資格」及び「給付」サブシステムであるが，これらサブシステ

ムのプログラム等については，ACOS システムのハードウェア・ソフトウェアの各機能を使用す

ることを前提として本市独自の開発が行われたものであり，(1)のとおり日本電気が著作権を有し

ている。その技術情報は他の者に公開されていないため，他の業者では修正を行うことは不可能

であり，他社との競争が成立せず競争入札に適さないため，随意契約を行うものである。 

 なお，本業務の履行に当たっては，日本電気は，グループ企業及び協力会社と共同して受託業

務の履行を行うこととしているが，本市の個人情報保護条例の罰則規定は再委託先事業者に適用

されないことから，平成１９年３月９日付け「電気計算機による事務処理等の契約に係るガイド

ライン」に基づき，コンソーシアム契約（複数事業者による連合体との契約）を行うものである。 

 上記のとおり，今回委託する業務について必要となる本システムに関する詳細な技術情報及び

ソフトウェアの著作権は，日本電気だけが有しているため，同社が代表幹事会社を務めるコンソ

ーシアムを契約相手方とするものである。 

 また，NEC ソリューションイノベータ株式会社及び株式会社ソフィアに対しては，日本電気が

著作権を有するソフトウェアの使用を許諾するとしており，両社とも自治体におけるシステム開

発・保守の実績が１０年以上あり，日本電気と同等の技術レベルを保持する要員の確保ができる

ことを日本電気が保証しているため，コンソーシアム構成員と認める。 

なお，日本電気株式会社については，競争入札参加停止中（平成２９年２月２日から平成３０

年１１月２９日まで）であるが，前述の理由により，京都市競争入札参加停止取扱要綱第９条た

だし書※の規定に該当するため，契約の相手方とする。 

※ 原則，参加停止中は随意契約の相手方とできないが，やむを得ない事由があるときは，

この限りでない。 

 

 

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１０条第１項第１号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記（８ 随意契約の理由）のとおり 

 

11 その他 

  特になし 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

滞納整理支援システム連携に係る国保システム改修（平成２９年度分） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部保険年金課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月１８日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月１８日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，５４７，３６０円 

 

７ 契約内容 

平成３０年度に滞納整理支援システム及び現行の国保システムとのデータ連携に係る国保システ

ムの改修を予定しており，平成２９年度においては，改修の前提となる連携対象ファイルの確定や

連携周期の確定等に関する作業を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

平成３０年３月に稼動予定の国民健康保険料滞納整理支援システム（以下「滞納整理システ 

ム」という。）は，単体で運用できるシステムではなく，国民健康保険の資格，宛名，保険料の 

収納情報等の国民健康保険システム（以下「国保システム」という。）のみが保持する情報を日 

次連携等にて取得することにより初めて動作するシステムであり，また，滞納整理システムが 

処理した収納情報を国保システムへ逆連携する必要があるため，当該連携を行うためには国保 

システムの改修が必要不可欠となる。 

  一方，国保システムは，日本電気株式会社が独自に開発し，同社のみが権利を有するハード 

ウェア，ソフトウェアの各機能を使用し，京都市独自のシステムの開発を行っているため，本

委託契約の業務を行えるのは同社に限られるため，随意契約を行う。 

なお，日本電気株式会社については，競争入札参加停止中（平成２９年２月２日から平成３

０年１１月２９日まで）であるが，前述の理由により，京都市競争入札参加停止取扱要綱第９

条ただし書※の規定に該当するため，契約の相手方とする。 

※ 原則，参加停止中は随意契約の相手方とできないが，やむを得ない事由があるときは，

この限りでない。 

 



 

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 随意契約の理由）のとおり 

 

11 その他 

特になし 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

介護保険制度改正(第７期計画)に係るシステム改修(平成29年度) 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

(当 初) 平成２９年９月１９日 

(変更後) 平成３０年２月 ９日 

 

４ 履行期間 

平成２９年９月１９日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

介護保険制度改正(第７期計画)に係るシステム改修（平成２９年度）コンソーシアム 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

(当 初)  １３２，３６７，７９１円 

(変更後)  １８６，０１２，１６７円 

 

７ 契約内容 

介護保険事務処理システムにおいて，介護保険制度改正(第７期計画)に係る電算システムの改修

を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

厚生労働省からの通知等により，新たにシステム改修内容が判明した案件で，平成３０年４月１

日時点で必要なシステムを構築する必要が発生したため，変更契約を締結し，追加で必要なシステ

ム開発を実施した。	

また，当システムについては，日本電気株式会社が開発及び保守管理を行っており，システム等

の機能を損なうことなく契約の目的を達成するために契約の相手方が特定される。	

なお，日本電気株式会社については，競争入札参加停止中（平成２９年２月２日から平成３

０年１１月２９日まで）であるが，前述の理由により，京都市競争入札参加停止取扱要綱第９

条ただし書※の規定に該当するため，契約の相手方とする。 

※ 原則，参加停止中は随意契約の相手方とできないが，やむを得ない事由があるときは，

この限りでない。 

 

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２号 

□地方自治法施行令第１６７条の２第１項第   号 



 

10 契約の相手方の選定理由 

上記（８ 随意契約の理由）のとおり 

 

11 その他 

  特になし 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度日本電気株式会社製端末その他付属機器レンタル契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

(当 初) 平成２９年 ４月 １日 

(変更後) 平成２９年１２月２５日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

日本電気株式会社製端末その他付属機器に係る賃貸借業務コンソーシアム 

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

株式会社ＪＥＣＣ 

 

６ 契約金額（税込み） 

(当 初)  ３０，２３２，１１６円 

(変更後)  ４０，３０９，４８８円 

 

７ 契約内容 

介護保険事務処理システム機器の賃借 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

オープン化延期に伴い，当面の間ＡＣＯＳシステムを引き続き使用することとなったため。 

なお，レンタル対象機器に導入しているシステムについては，日本電気が著作権を有しているた

め，同社を含むコンソーシアム以外から調達が不可能。 

なお，日本電気株式会社については，競争入札参加停止中（平成２９年２月２日から平成３

０年１１月２９日まで）であるが，前述の理由により，京都市競争入札参加停止取扱要綱第９

条ただし書※の規定に該当するため，同社を含むコンソーシアムを相手方とする。 

※ 原則，参加停止中は随意契約の相手方とできないが，やむを得ない事由があるときは，

この限りでない。 

 

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１号 

□地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

 



10 契約の相手方の選定理由 

上記（８ 随意契約の理由）のとおり 

 

11 その他 

  特になし 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

高齢者肺炎球菌及びインフルエンザ自己負担区分証明書発行業務に関する派遣スタッフ委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 

 

３ 契約締結日 

平成29年10月2日 

 

４ 履行期間 

平成29年10月2日から平成29年12月8日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町843-2 日本生命京都ヤサカビル4階 

株式会社キャリアパワー 

 

６ 契約金額（税込み） 

予定総額 16,848,000円 

 

７ 契約内容 

予防接種法に基づく高齢者インフルエンザ及び肺炎球菌予防接種事業において，市民税非課税者

等からの申請に基づき，自己負担区分証明書を発行するため，各区役所・支所保健福祉センター及

び健康安全課に人材派遣スタッフを配置し，次の業務を行う。 

  申請受付，証明書交付等（窓口業務） 

  対象者確認台帳の照合，証明書の作成，関係書類の整理等（内部事務） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本事業の目的をより効果的かつ効率的に達成するためには，履行の内容，履行方法その他の価格

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ため，公募型プロポーザルを

行った。結果，㈱キャリアパワー１社のみの応募があり，企画書及びプレゼンテーションの総合評

価を実施したところ，受託候補者としての要件を満たしていたため，㈱キャリアパワーを選定した。 

 

９ 根拠法令 

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

 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記（８ 随意契約の理由）のとおり 

 

11 その他 

特になし 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成29年度 京都市中央斎場動物炉排ガス処理設備保守点検業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１１月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１１月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市中央区備後町２丁目４番９号 

大阪ガスエンジニアリング株式会社  

 

６ 契約金額（税込み） 

１９，２３４，２６０円 

 

７ 契約内容 

京都市中央斎場の敷地内に設置している動物炉排ガス処理設備の点検を委託する。 

  

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  当該排ガス処理設備については，動物炉施設全体の制御システムに密接に関連しているため，

施工業者独自の技術がなければ，システム全体の機能が十分に発揮できない恐れが強く，大阪ガ

スエンジニアリング株式会社以外の業者が保守整備を行うことが困難であるため。 

 

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 随意契約の理由）のとおり 

 

11 その他 

  特になし 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

違法不適切な「民泊」施設の適正化指導の強化に向けた調査業務 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年６月１日 

（変更後）平成３０年１月９日 

 

４ 履行期間 

平成２９年６月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都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西日本 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１８，１８１，８５９円 

（変更後）３０，１８１，６７５円 

 

７ 契約内容 

旅館業法に基づく許可を受けていない宿泊施設など，急増する違法な「民泊」施設に対して，施

設所在地や営業者等の特定調査及び旅館業法に基づく許可を受けた簡易宿所営業施設の管理運営状

況調査を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 旅館業法の許可を受けた簡易宿所施設（以下「許可施設」という。）の増加に伴い，許可施設の不

適切な営業にかかる通報・相談も急増する中，その適正化に向けた監視・指導を行い，管理運営状

況を把握することが急務となっている。 

 許可施設の管理運営状況を把握するためには，インターネット掲載情報と許可内容の整合確認や，

現地調査による施設確認，周辺住民への聞き取り等を行う必要があり，これらの業務は，従来から，

委託していた違法「民泊」施設調査業務がほぼ同種であることに加え，違法「民泊」と許可施設が

近接しているエリアにおいては，その取扱いを分けることは非効率であること等から，当該調査に

おいて違法「民泊」及び許可施設の調査を併せて行うことが効果的・効率的である。 

このことから，許可施設調査業務について，これまでの違法「民泊」調査業務で積み重ねている

知識や経験を最大限に生かし，迅速かつ効果的に調査を実施するために，違法「民泊」施設調査業

務の委託内容を追加し，（株）ＪＴＢとの変更契約を締結するものである。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記（８ 随意契約の理由）のとおり 

 

11 その他 

  特になし 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

レントゲン画像の読影システム構築業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地 

株式会社島津製作所  

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

各区役所・支所で実施する胸部及び胃部検診での画像データを仮想化基盤上のサーバで共有する

ためのシステムを構築するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 各区役所・支所で実施する胸部及び胃部検診においては，従来から㈱島津製作所製のレントゲン

撮影機で撮影しており，今回構築するシステムにこれまで撮影したレントゲン画像等を同システム

に移行させるためには，機器を作製した同社以外に対応出来ないことから，同社と随意契約を締結

する。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記（８ 随意契約の理由）のとおり 

 

11 その他 

  特になし 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

市内飲食店全面禁煙の実施要請に係る周知業務委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課  

 

３ 契約締結日 

平成２９年１２月２５日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月２５日から平成３０年３月３０日まで 

 

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二条上る蒔絵屋町256番地 

株式会社関広 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

市内飲食店における受動喫煙防止対策の推進を図るため，市内約7,000件への郵送及び1,000件へ

の訪問により，全面禁煙の協力依頼を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務は，「京都市たばこ対策行動指針（第２次）」の目標として定めている飲食店等の全面禁煙

（敷地内禁煙もしくは建物内禁煙）５６％の実施に向けて，特に受動喫煙防止対策が進んでいない

市内飲食店に全面禁煙の依頼を行うものである。 

  本業務の実施には，各飲食店に受動喫煙防止対策の必要性を理解いただき，全面禁煙に御協力い

ただくための一定の折衝・渉外能力や，指定した期限内に効率的かつ効果的に本業務を遂行できる

能力が必要とされる。 

  上記の理由により，価格のみにより事業者を選定する競争入札には適していないため，プロポー

ザルによる業者選定を行い，評価点が最も高い（株）関広に選定した。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記（８ 随意契約の理由）のとおり 

 

11 その他 

特になし 


