
001 令和2年04月01日 令和2年度ファミリーサポート事業に係る委託

（当初）
35,783,000
（変更後）
36,263,475

子ども若者はぐくみ
局子ども若者未来部
育成推進課

公益社団法人京都市児童館学童
連盟

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 令和2年度放課後ほっと広場事業の委託

（当初）
78,556,811
（変更前）
103,106,102
（変更後）
120,301,327

子ども若者はぐくみ
局子ども若者未来部
育成推進課

京都市学童保育所管理委員会
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

003 令和2年04月01日 「京都やんちゃフェスタ２０２０（第１部）」事業委託 

（当初）
16,216,000
（変更後）
9,996,000

子ども若者はぐくみ
局子ども若者未来部
育成推進課

公益社団法人京都市児童館学童
連盟

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

004 令和2年04月01日 令和2年度京都市児童館事業（民設児童館）の委託

（当初）
941,062,122

（変更前１）
966,633,818

（変更前２）
1,004,841,680
（変更前３）

1,034,858,801
（変更後）

1,135,006,133

子ども若者はぐくみ
局子ども若者未来部
育成推進課

社会福祉法人京都社会福祉協会
他35件

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 令和2年度学童クラブ事業（民設学童保育所）の委託

（当初）
14,963,635

（変更前１）
15,503,258

（変更前２）
17,601,785
（変更後）
20,011,966

子ども若者はぐくみ
局子ども若者未来部
育成推進課

社会福祉法人信愛保育園
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
令和２年度京都市子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）事
業委託

（当初）
197,902,000
(変更後）

215,465,217

子ども若者はぐくみ
局子ども若者未来部
育成推進課

社会福祉法人積慶園　他30件
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

（単位：円）

随意契約一覧表

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）



（単位：円）

随意契約一覧表

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）

007 令和2年07月01日 京都市ひきこもり相談窓口運営業務委託

（当初）
118,960,000
（変更前）
118,960,000
（変更後）
117,833,265

子ども若者はぐくみ
局子ども若者未来部
育成推進課

社会福祉法人京都市社会福祉協
議会

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

008 令和2年07月01日 京都市よりそい支援員設置業務委託

（当初）
169,202,000
（変更前）
169,202,000
（変更後）
159,668,674

子ども若者はぐくみ
局子ども若者未来部
育成推進課

社会福祉法人京都市社会福祉協
議会

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13日 「令和３年京都市はたちを祝う記念式典」の運営業務委託

（当初）
6,340,000

（変更後）
8,133,600

子ども若者はぐくみ
局子ども若者未来部
育成推進課

株式会社日商社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

010 令和2年12月21日 「令和３年京都市はたちを祝う記念式典」の会場使用及び設営委託

（当初）
8,724,433

（変更後）
11,998,284

子ども若者はぐくみ
局子ども若者未来部
育成推進課

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

011 令和2年11月30日 京都市春日野児童館整備工事　ただし，便所その他改修工事 6,842,000 
子ども若者はぐくみ
局子ども若者未来部
育成推進課

有限会社桑野工業
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第８号

012 令和2年04月01日 児童扶養手当オンライン端末・付属機器賃貸借業務

（当初）
8,276,400

（変更後）
7,620,360

子ども若者はぐくみ
局子ども若者未来部
子ども家庭支援課

児童扶養手当オンライン端末・
付属機器に係るコンソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

013 令和2年11月18日
データ標準レイアウト令和2年6月改定に係る児童手当システム改修業務
委託

29,839,326 
子ども若者はぐくみ
局子ども若者未来部
子ども家庭支援課

日本電気株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

014 令和3年02月15日 京都市児童家庭相談システム機能改修 6,744,375 
子ども若者はぐくみ
局子ども若者未来部
子ども家庭支援課

シャープマーケティングジャパ
ン株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

015 令和2年10月22日 京都市幼児教育・保育無償化システム等改修業務について 26,014,230 
子ども若者はぐくみ
局幼保総合支援室

アライドテレシス株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号

016 令和2年11月26日
京都市元六条院小学校グラウンド便所棟新築工事設計業務委託　ただ
し，建築及び設備実施設計業務委託

2,585,000 
子ども若者はぐくみ
局幼保総合支援室

株式会社アイプランニング
地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第８号



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度ファミリーサポート事業に係る委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年４月 １日 

（変更後）令和３年３月３１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 

京都市南区東九条東山王町２７番地 元山王小学校 北校舎２階 

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）３５，７８３，０００円 

（変更後）３６，２６３，４７５円 

 

７ 契約内容 

京都市ファミリーサポート事業の委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  （随意契約） 

事業の実施の委託に係る契約であり，当該事業が地域における育児の援助活動の推進を目的とし，

市民の身近な地域において実施されることを前提とした専門性及び継続性を要するものであること

から，契約の目的が競争入札に適さないため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規

定により，随意契約を行う。 

（変更契約） 

締結した委託契約について，新型コロナウイルス感染症対策に係る経費等の追給等委託料に変更

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 

  公益社団法人京都市児童館学童連盟は，日頃から児童館・学童クラブ事業など児童福祉に深い関



わりを有し，市内全域において事業を展開しているなど，事業実施に必要な体制と児童福祉に関す

る経験と実績を有する団体である。 

  京都市ファミリーサポート事業については，専門的な知識のあるアドバイザーを配置し，会員の

登録，講習会の開催，会員同士の相互援助活動の調整等を行うことを内容としており，会員からの

多岐にわたる依頼内容や緊急性のある依頼内容に対応するためには，同団体が有する児童館・学童

クラブ事業をはじめとする児童福祉に関する十分な経験が必要となる。 

また，市内全域において指定した児童館においてファミリーサポートセンターの支部を設置し，

本部と連携して地域における子育て支援を推進するためには，各児童館の連絡調整機関である同団

体にこれを担わせることが合理的である。 

  以上のことから，京都市ファミリーサポート事業は，必要な専門性を有し，安定的に事業運営を

行うことができるものとして，同団体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年度放課後ほっと広場事業の委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年４月 １日 

（変更前）令和３年２月１５日 

（変更後）令和３年３月３１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 

京都市南区東九条東山王町２７番地 元山王小学校 北校舎２階 

京都市学童保育所管理委員会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初） ７８，５５６，８１１円 

（変更前）１０３，１０６，１０２円 

（変更後）１２０，３０１，３２７円 

 

７ 契約内容 

放課後ほっと広場事業の委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  （随意契約） 

放課後ほっと広場において実施する放課後児童健全育成事業は，昼間留守家庭となる小学校

児童を対象として放課後の安全な居場所を提供するものであり，事業の実施に際しては，児童

の健全育成に対して深い理解をもつことと地域の関係機関と密接な関係を築いていかなければ

ならない。 

よって，契約内容は，専門性が求められ，性質及び目的が競争入札に適さないため，地方自

治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，随意契約する。 

（変更契約） 

契約金額について，４月１日時点の職員の配置状況に応じた人件費相当分の変更，学童クラブ登

録児童数の増減に伴う利用料金収入見込額の変更，新型コロナウイルス感染症対策に係る経費の追

給に伴い，当初に見込んでいた金額から変更する必要があるため，変更契約を締結。 

 

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２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

京都市学童保育所管理委員会は，公設学童保育所の指定管理者として８箇所の学童保育所を

運営しており児童の健全育成に対して深い理解を持っていることと事業の実施について意欲を

有しており，これまでの学童クラブ事業の実績に鑑みて能力を有すると認められる。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「京都やんちゃフェスタ２０２０（第１部）」事業委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年 ４月１日 

（変更後）令和２年１０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 

京都市南区東九条東山王町２７番地 元山王小学校 北校舎２階 

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１６，２１６，０００円 

（変更後） ９，９６０，０００円 

 

７ 契約内容 

「京都やんちゃフェスタ２０２０（第１部）」の実施の委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  （随意契約） 

児童館・学童保育所の役割，活動を市民にＰＲするイベントの実施の委託に係る契約であり，そ

の事業目的が子どもたちの健やかな心と身体の成長を図り，児童の健全育成を推進するものである

ことから，契約内容の性質及び目的が競争入札に適さないため，地方自治法施行令第１６７条の２

第１項第２号の規定により，委託契約を随意契約で行う。 

（変更契約） 

例年梅小路公園において開催していた「京都やんちゃフェスタ（第１部）」について，新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止の観点から，特設ホームページ上におけるＷＥＢ開催とし，積算していた

費用について，見直しを行うもの。 

 

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 



事業内容が児童館・学童保育所の役割，活動を市民にＰＲするイベントであり，事業を実施する

に当たっては，児童館・学童保育所との緊密な連絡調整が必要となる。 

公益社団法人京都市児童館学童連盟は，児童館・学童クラブ事業の委託先により構成される団体

であり，事業を実施するに当たって最適であると考えられる。 

また，同団体は，「京都やんちゃフェスタ」事業の実施に際して，第１回から第３回まで本市を中

心とする実行委員会の補助組織として事業に参画し，第５回は本市と共同で実行委員会を組織し，

第５回からは本事業の実施を受託していることから，本事業を円滑かつ効率的に進めるに当たって

の専門的知識を有している。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度京都市児童館事業（民設児童館）の委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当  初） 令和２年 ４月 １日 

（変更前１） 令和２年 ６月１１日 

（変更前２） 令和２年１０月３０日 

（変更前３） 令和３年 １月２９日 

（変 更 後） 令和３年 ３月３１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 

別紙参照 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当  初）  ９４１，０６２，１２２円 

（変更前１）  ９６６，６３３，８１８円 

（変更前２）１，００４，８４１，６８０円 

（変更前３）１，０３４，８５８，８０１円 

（変 更 後）１，１３５，００６，１３３円 

 

７ 契約内容 

京都市児童館事業（民設児童館）の委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  （随意契約） 

京都市の児童館においては，１８歳未満の児童の健全育成を図ることを目的とした児童館事業と

昼間留守家庭における低学年児童に対して放課後の安全な居場所を提供する学童クラブ事業を施設

的に一元化して行うことを基本としている。 

事業の実施に際しては，児童の健全育成に深い理解を持つことと，地域福祉の向上を目指した地

域に開かれた児童館であるため，学校，保育所，福祉事務所等地域の関係機関との密接な関係を築

いていくことが求められる。 

よって，契約内容について，専門性が求められ，性質及び目的が競争入札に適さないため，地域

自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，随意契約する。 

（変更契約） 



契約金額について，４月１日時点の職員の配置状況に応じた人件費相当分の変更，学童クラブ登

録児童数の増減に伴う利用料金収入見込額の変更，新型コロナウイルス感染症対策に係る経費の追

給に伴い，当初に見込んでいた金額から変更する必要があるため，変更契約を締結。 

 

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２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

各委託先は，地域における子育て支援及び児童の健全育成に対する深い理解と事業の実施対する

意欲を有するほか，これまでの児童館の運営における実績に鑑みて，必要な能力を有すると認めら

れる。 

 

11 その他 

 

 



委託先一覧（民設）２
（別紙1）

①法人名 ②代表者 ③法人住所 ④児童館名

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 会長 小石　玖三主
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅
湊町83番地の1

南大内児童館

社会福祉法人 京都社会福祉協会 理事長 今井　豊嗣
京都市東山区三条通大橋東二町目73番
地2号

新林児童館，福西児童館，桂
坂児童館，城南児童館

社会福祉法人 柊野保育園 理事長 大野 勘一郎 京都市北区上賀茂東上ﾉ段町36番地の2 柊野児童館

社会福祉法人 京都保育センター 理事長 藤井　修 京都市北区大将軍坂田町8番地1 たかつかさ児童館

社会福祉法人 西陣会 理事長 南大路　文子
京都市上京区元誓願寺通千本東入元四
丁目430番地の2

西陣児童館

宗教法人 日本基督教団京都教会 代表役員　入　治彦
京都市中京区富小路通二条下ル俵屋町
197番地

同心児童館

社会福祉法人　平松の会 理事長　金田　光雄 京都市左京区岩倉中在地町32番地 村松児童館

社会福祉法人 六満学園 理事長 内海　日出子
京都市中京区六角通大宮西入三条大宮
町242番地

洛中児童館

宗教法人 正林寺 代表役員 吉澤　秀則
京都市東山区渋谷通東大路東入三丁目
上馬町553番地

小松谷児童館

社会福祉法人 大宅福祉会 理事長 山手　重信 京都市山科区大宅五反畑町69番地の5 大宅児童館

社会福祉法人 常盤福祉会 理事長 野崎　栄美子 京都市山科区東野南井上町9番地の2 山階南児童館

社会福祉法人　下京ひかり保育園・
児童館

理事長 中島　俊明 京都市下京区中堂寺前田町7番地の3 下京ひかり児童館

社会福祉法人 カトリック京都司教区
カリタス会

理事長 井上　新二
京都市中京区河原町通り三条上ﾙ下丸屋
町423番地

希望の家児童館

社会福祉法人 清和園 理事長 大塚　眞隆 京都市南区久世川原町79番地 祥栄児童館

社会福祉法人 向上社 理事長 兪　正根 京都市右京区西院北矢掛町22番地 向上社児童館

社会福祉法人 上総福祉会 理事長 渡辺　瑤子 京都市北区小山上総町7番地 大原野児童館

社会福祉法人 つみき福祉会 理事長 笹川　郁子 京都市西京区松室荒堀町126番地 つみき児童館

社会福祉法人 桂朝日福祉会 理事長 中路　達雄 京都市西京区桂北滝川町30番地 桂東児童館

社会福祉法人 桂･川島児童センター 理事長 塩見　波津恵 京都市西京区川島粟田町40番地の4 桂児童館

池田児童館運営委員会 委員長 奈良　磐雄 京都市伏見区醍醐池田町4番地 池田児童館

社会福祉法人 白菊福祉会 理事長 川手　直子 京都市伏見区向島二ﾉ丸町151番地の59 白菊児童館

うずらの里児童館運営委員会 委員長 辻　啓三 京都市伏見区深草西浦町三丁目44番地 うずらの里児童館

社会福祉法人 美樹和会 理事長 塩谷　索 京都市伏見区桃山町大島38番地の110 みぎわ児童館

社会福祉法人 志心福祉会 理事長 谷口　久仁子 京都市伏見区石田川向町1番地の7 はなぶさ児童館

桃の里児童館運営委員会 委員長　大西　豊子 京都市伏見区淀際目町555番地 桃の里児童館

一般社団法人　京都市母子寡婦福祉
連合会

代表理事　横内　美佐子
京都市左京区下鴨北野々神町26番地北山ふれあ
いセンター京都市ひとり親家庭支援センター内

下鳥羽児童館

社会福祉法人 健光園 理事長　土井　春義
京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町12
番地

ももやま児童館



委託先一覧（民設）２
（別紙1）

①法人名 ②代表者 ③法人住所 ④児童館名

社会福祉法人 醍醐福祉会 理事長 村岡　努 京都市伏見区醍醐中山町39番地の13 中山児童館

社会福祉法人  大五京 理事長 杉本 五十洋 京都市北区衣笠衣笠山町10番地 衣笠児童館

社会福祉法人 京都福祉ｻｰﾋﾞｽ協会 理事長 浅野　信之
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅
湊町83番地の1

塔南の園児童館

社会福祉法人　京都社会事業財団 会長　野口　雅滋 京都市西京区山田平尾町17番地 松陽児童館

社会福祉法人　妙秀福祉会 理事長　森口　源造 京都市北区鷹峯黒門町15番地2 みょうしゅう児童館

社会福祉法人　深草福祉会 理事長　藪　幹夫 京都市伏見区深草僧坊町54番地の3 ふかくさ輝っず児童館

特定非営利活動法人　フォーラムひ
こばえ

理事長　中川　勝雄 京都市右京区宇多野福王子町45番地2 うたの・ひこばえ児童館

社会福祉法人　鏡陵福祉会 理事長　中村　かよ 京都市山科区御陵荒巻町50番地1 陵ヶ岡児童館

一元化民設計 35団体 38児童館

委託先名称 代表者 委託先住所 児童館名称

宗教法人 だん王法林寺 代表役員 信ヶ原 雅文
京都市左京区川端通三条上ﾙ法林寺門前
町36番地

だん王児童館

単独民設計 1団体 1児童館



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度学童クラブ事業（民設学童保育所）の委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当  初） 令和２年４月 １日 

（変更前１） 令和２年６月２６日 

（変更前２） 令和３年２月１５日 

（変 更 後） 令和３年３月３１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日暮西入西院町７４７番地の２０ 

社会福祉法人 信愛保育園 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当  初）１４，９６３，６３５円 

（変更前１）１５，５０３，２５８円 

（変更前２）１７，６０１，７８５円 

（変 更 後）２０，０１１，９６６円 

 

７ 契約内容 

学童クラブ事業（民設学童保育所）の委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  （随意契約） 

学童保育所における学童クラブ事業は，昼間留守家庭における低学年児童の放課後の安全な居場

所を提供するものであり，事業の実施に際しては，児童の健全育成に対して深い理解をもつことと，

地域の関係機関と密接な関係を築いていくことが求められる。 

よって，契約内容は，専門性が求められ，性質及び目的が競争入札に適さないため，地方自治法

施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，随意契約する。 

（変更契約） 

契約金額について，４月１日時点の職員の配置状況に応じた人件費相当分の変更，学童クラブ登

録児童数の増減に伴う利用料金収入見込額の変更，新型コロナウイルス感染症対策に係る経費の追

給に伴い，当初に見込んでいた金額から変更する必要があるため，変更契約を締結。 

 



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２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

委託先は，地域における子育て支援及び児童の健全育成に対する深い理解と事業の実施対する意

欲を有するほか，これまでの児童館の運営における実績に鑑みて，必要な能力を有すると認められ

る。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

令和２年度京都市子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）事業委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

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 

別紙参照 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１９７，９０２，０００円 

（変更後）２１５，４６５，２１７円 

 

７ 契約内容 

特定非営利活動法人等の市民団体やボランティア等と連携・協力して，主に乳幼児を持つ親とそ

の子どもが気軽に集い，交流を図るとともに，育児相談などを行う場を身近な地域に設置すること

や地域の子育て支援活動を支援することにより，子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り，

安心して子育てができる環境を整備し，身近な地域の子育て支援機能の充実を図る。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

（随意契約） 

契約内容が地域における子育て支援に関する事業の委託であり，契約の目的が競争入札に適さな

いため。 

（変更契約） 

新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として，令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

に各施設において購入した備品等に係る費用に対し，委託料を追加配分するため。 

 

 

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 

京都市子育て支援活動いきいきセンター事業実施要綱第２条に基づき，従来からの地域における



子育て支援活動の実績を踏まえ，適切な事業運営が確保できると認められるため。 

 

11 その他 

 



令和３年度京都市子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）事業委託先一覧

種別 名称 職名 代表者名 住所 郵便番号 住所 施設名称

1 社会福祉法人 積慶園 理事長 古村　正 京都市西京区樫原角田町1-42 〒616-8153 京都市右京区太秦面影町20-45 ほっこりスペース

2 社会福祉法人 眞友福祉会 理事長 片山　定嗣 京都市伏見区石田桜木町3 〒601-1433 京都市伏見区石田大山町15-5 桜木ふれ愛の家

3 社会福祉法人 大宅福祉会 理事長 山手　重信 京都市山科区大宅五反畑町69-5 〒607-8178 京都市山科区大宅五反畑町69-5 きっずるーむ おおやけ

4 特定非営利活動法人 西賀茂プレイセンターＦＫＣ 理事長 杉本　亮子 京都市北区西賀茂北山ノ森町8 〒603-8811 京都市北区西賀茂北山ノ森町8 西賀茂プレイセンターＦＫＣ

5 医療法人財団 今井会足立病院 理事長 畑山　博 京都市中京区間之町通押小路上る鍵屋町481 〒604-0816
京都市中京区東洞院通二条上る壺屋町504
御所南グリーンマンション東洞院101号

足立病院マミーズスクエア

6 任意団体 まちの縁側「とねりこの家」運営委員会 運営委員長 水無瀬　文子 京都市上京区一条通新町西入元真如堂町370 〒602-0926 京都市上京区一条通新町西入元真如堂町370 まちの縁側「とねりこの家」

7 社会福祉法人 京都老人福祉協会 理事長 馬場　協一郎 京都市伏見区大亀谷東古御香町59・60 〒612-0014 京都市伏見区深草稲荷鳥居前町17-4 稲荷の家 ほっこり

8 医療法人 医療法人社団　中部産婦人科医院 理事長 中部　健 京都市伏見区向島二ノ丸町151-44 〒612-8141
京都市伏見区向島二ノ丸町151-44　中部産婦人科医院
内

中部はすの実ひろば

9 任意団体 「ハートの家族」運営委員会 運営委員長 白井　智子 京都市伏見区羽束師菱川町555-29 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町555-29 ハートの家族

10 特定非営利活動法人 チャイルドライン京都 理事長 根本　賢一 京都市山科区御陵久保町52-24　2階 〒600-8484
京都市下京区油小路通高辻上る西高辻町602
元格致小学校2階

格致つどいの広場

11 特定非営利活動法人 山科醍醐こどものひろば 理事長 村井　琢哉 京都市山科区竹鼻堂ノ前町18-1 〒607-8074 京都市山科区音羽乙出町14 げんきスポット０－３（ぜろさん）

12 特定非営利活動法人 夢いろ 理事長 長崎　純子 京都市右京区花園土堂町14-4  〒616-8025 京都市右京区花園土堂町14-4 ぱれっとひろば

13 宗教法人 隨林寺 代表役員 戸津川　聖信 京都市南区西九条東島町21 〒601-8432 京都市南区西九条東島町15-1 隨林寺つどいの広場

14 一般社団法人 京都市ひとり親家庭福祉連合会 会長 横内　美佐子
京都市左京区下鴨北野々神町26　北山ふれあいセンター
京都市ひとり親家庭支援センター内

〒602-0827 京都市上京区枡形通出町西入る相生町98 ほっこりはあと出町

15 任意団体 どんぐり広場子育て支援事業運営委員会 委員長 蓮岡　修 京都市左京区新間之町二条下ル頭町351 〒606-8354 京都市左京区新間之町通二条下る頭町351 どんぐり広場

16 社会福祉法人 曙福祉会 理事長 矢島　里美 京都市伏見区醍醐大構町1-5 〒612-8325 京都市伏見区清水町877-2 あけぼのつどいの広場Ｓｕｎ・Ｓｕｎ（サン・サン）

17 特定非営利活動法人 京都子育てネットワーク 理事長 藤本　明美 京都市伏見区深草願成町32-2 〒615-8075
京都市西京区桂巽町75-5　桂小学校内ふれあいサロン3
階

いっぽ

18 特定非営利活動法人 京都子育てネットワーク 理事長 藤本　明美 京都市伏見区深草願成町32-2 〒610-1142
京都市西京区大枝東新林町3-5　UR洛西新林団地中央
集会所内

ま～ぶりんぐ

19 任意団体 大原自治連合会 会長 田家　正雄 京都市左京区大原大長瀬町179　大原公民館内 〒601-1242 京都市左京区大原来迎院町22　京都大原学院1階 つどいの広場　ぴーちくぱーちく

20 社会福祉法人 宏量福祉会 理事長 芹澤　出 京都市右京区山ノ内宮脇町9-2 〒615-0005 京都市右京区西院春栄町3-2 ひだまり・ホット・みやこ

21 公益社団法人 京都市児童館学童連盟 会長 稲川　昌実 京都市南区東九条東山王町27　元山王小学校　北校舎2階 〒604-8101
京都市西京区大原野東竹の里3丁目1
洛西東竹の里市営住宅集会所（中央）内

のこちゃん広場

22 社会福祉法人 光寿福祉会 理事長 嶋本　弘文 京都市山科区安朱北屋敷町9 〒607-8080 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町7-14 安朱つどいの広場　おじぞうさん

23 社会福祉法人 上総福祉会 理事長 渡辺　瑤子 京都市北区小山上総町7 〒603-8144 京都市北区小山東花池町8-8 上総つどいの広場　すずらんど

運営団体（委託先） 拠点施設
NO



令和３年度京都市子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）事業委託先一覧

24 社会福祉法人 京都老人福祉協会 理事長 馬場　協一郎 京都市伏見区大亀谷東古御香町59・60 〒612-0049 京都市伏見区深草石橋町18－1 墨染つどいの広場　ほっこり

25 社会福祉法人 浄正寺福祉会 理事長 中浦　正音 京都市下京区七条御所ノ内南町49 〒600-8863 京都市下京区七条御所ノ内本町56 フレンドリーハウス西八条

26 任意団体 おひさまルーム子育て支援事業運営委員会 委員長 綱村　ヨシ子 京都市上京区千本通百万遍町89　ツナムラ整体2階 〒602-8276 京都市上京区千本通百万遍町89　ツナムラ整体2階 おひさまルーム

27 社会福祉法人 妙秀福祉会 理事長 森口　源造 京都市北区鷹峯黒門町15-2 〒601-1252 京都市左京区八瀬秋元町324-1　八瀬小学校内 八瀬わらべっ子広場

28 任意団体 福祉あんしん京北ネットワーク協議会 会長 樋口　道隆 京都市右京区京北周山町　上寺田1-1　京北合同庁舎3階 〒601-0281 京都市右京区京北周山町上寺田1-1　京北合同庁舎3階 京北にこにこ広場

29 社会福祉法人 志心福祉会 理事長 谷口　久仁子 京都市伏見区石田川向町1-7 〒601-1371 京都市伏見区醍醐上ノ山町18-9 はなぶさつどいの広場　スマイル

30 任意団体 かしの木子育て支援事業運営委員会 委員長 蓮岡　修 京都市北区紫野上築山町1‐3 〒603-8221 京都市北区紫野上築山町1‐3 かしの木

31 社会福祉法人 健光園 理事長 土井　春義 京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町12 〒616-8417 京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町12　健光園内 嵯峨ひかり広場

32 特定非営利活動法人 FaSoLabo京都 理事長 空閑　浩人 京都市中京区姉西洞院町542　サンフィールドビル3階 〒604-8273 京都市中京区姉西洞院町542　サンフィールドビル3階 ぴいちゃん

33 社会福祉法人 カトリック京都司教区カリタス会 理事長 井上　新二 京都市北区衣笠西尊上院町22 〒603-8456 京都市北区衣笠西尊上院町22　京都聖嬰会敷地内 金閣つどいの広場　ひまわり

34 社会福祉法人 積慶園 理事長 古村　正 京都市西京区樫原角田町1-42 〒615-8145 京都市西京区樫原角田町1-42　積慶園内 バンブーホーム



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市ひきこもり相談窓口運営業務委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年７月１日 

（変更後）令和２年８月３１日 

（変更後）令和３年３月３１日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月１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 

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３－１ ひと・まち交流館京都３階 

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１１８，９６０，０００円 

（変更後）１１８，９６０，０００円 

（変更後）１１７，８３３，２６５円 

 

７ 契約内容 

電話，来所，訪問（アウトリーチ）等の様々な手法で相談対応を行う，全年齢を対象としたひき

こもり相談窓口を運営する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

（随意契約） 

ひきこもり支援は支援手法等が確立されていない分野であり，新たな支援の実施と支援技術の確

立を目指すため，受託者には，事業への主体的な関わりと積極的な事業構築への提案をいただくと

ともに，本市により決定した事業内容については，本市との連携のもと確実に実施していただく必

要があることから，委託先の選定に当たっては，ノウハウ，経験，地域ネットワークとの関係性な

どを勘案する必要があり，競争入札により価格のみの要素で契約を行うことは適切ではないため，

プロポーザル方式に基づく随意契約により契約の相手方の選定を行った。 

（令和２年８月３１日付け変更契約） 

プロポーザル開始後に京都府下に新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発令されたこ

とを受け，受託者における職員募集活動について，十分な対策を講じて実施することを求めること

により，通常よりも職員採用に向けた手続きに時間を要することが見込まれるとともに，コロナ禍

で全国的に外出自粛が求められる中で，対面による相談・支援の機会が減少することが見込まれる



ことから，人員配置要件充足の猶予期間を設定した。 

（令和３年３月３１日付け変更契約） 

令和２年８月３１日付け変更契約の内容に基づき，委託料の変更を行った。 

 

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 

提出書類及びプレゼンテーションに基づき，選定会議において審査した結果，その合計得点が１

位であり，総合的に他の提案者よりも優秀であったため 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市よりそい支援員設置業務委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年７月１日 

（変更後）令和２年８月３１日 

（変更後）令和３年３月３１日 

 

４ 履行期間 

令和２年７月１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 

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３－１ ひと・まち交流館京都３階 

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１６９，２０２，０００円 

（変更後）１６９，２０２，０００円 

（変更後）１５９，６６８，６７４円 

 

 

７ 契約内容 

ひきこもり状態にある方やその家族に対して伴走型支援を行うよりそい支援員を設置・運営する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

（随意契約） 

ひきこもり支援は支援手法等が確立されていない分野であり，新たな支援の実施と支援技術の確

立を目指すため，受託者には，事業への主体的な関わりと積極的な事業構築への提案をいただくと

ともに，本市により決定した事業内容については，本市との連携のもと確実に実施していただく必

要があることから，委託先の選定に当たっては，ノウハウ，経験，地域ネットワークとの関係性な

どを勘案する必要があり，競争入札により価格のみの要素で契約を行うことは適切ではないため，

プロポーザル方式に基づく随意契約により契約の相手方の選定を行った。 

（令和２年８月３１日付け変更契約） 

プロポーザル開始後に京都府下に新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発令されたこ

とを受け，受託者における職員募集活動について，十分な対策を講じて実施することを求めること

により，通常よりも職員採用に向けた手続きに時間を要することが見込まれるとともに，コロナ禍

で全国的に外出自粛が求められる中で，対面による相談・支援の機会が減少することが見込まれる



ことから，人員配置要件充足の猶予期間を設定した。 

（令和３年３月３１日付け変更契約） 

令和２年８月３１日付け変更契約の内容に基づき，委託料の変更を行った。 

 

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１事業者から応募があり，提出書類及びプレゼンテーションに基づき，選定会議において審

査した結果，業務実施能力が十分と判断されたため 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「令和３年京都市はたちを祝う記念式典」の会場使用及び設営委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年１２月２１日 

（変更後）令和３年 １月１１日 

 

４ 履行期間 

令和２年１２月２１日から令和３年１月１１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） 

（当 初） ８，７２４，４３３円 

（変更後）１１，９９８，２８４円 

 

７ 契約内容 

「令和２年京都市はたちを祝う記念式典」の会場使用及び設営・撤去等 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

契約の目的を達成するためには，以下の３つの条件を満たす必要があり，これらの条件を満たす

施設は京都市勧業館みやこめっせに特定されるため。 

・ 収容人数が市内最大規模であること 

  住民基本台帳登載者を基にした市内の新成人は約１５，０００人，例年の式典参加者は約８，

０００人であり，別会場であるロームシアター京都と合わせて，８，０００人の収容人数を確保

する必要がある。また，式典会場の他に，関係団体の控室等の複数の会場が必要となる。 

・ 市内の中心部に近く，公共交通機関の利用に適していること 

  多くの参加者が来場することに伴い，大変な混雑が予想されるため，市バスや地下鉄等の公共

交通機関の利用に適した市内の中心部で式典を実施する必要がある。 

・ 警備をはじめとする周辺の協力体制が整っていること 

  式典開催中の安全確保のために，施設内に有人の警備室があり，施設の所在地を所管する警察

にイベントの警備経験が豊富にある等，協力体制が整っている必要がある。 

（変更契約の理由） 

 令和３年１月９日に京都府が緊急事態宣言の発令を国に要請したことにより，緊急事態宣言下の

イベント開催基準である「収容人数５，０００人以下かつ収容率５０％以内」の基準を満たして式



典を開催する必要が生じ，メイン会場と中継をつなぐリモート会場を新たに設営したため。  

 

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 

株式会社京都産業振興センターは，京都市勧業館みやこめっせを管理・運営する唯一の業者であ

るため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「令和３年京都市はたちを祝う記念式典」の運営業務委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年１１月１３日 

（変更後）令和３年 １月 ８日 

 

４ 履行期間 

（当 初）令和２年１１月１３日から令和３年１月１１日まで 

（変更後）令和２年１１月１３日から令和３年１月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町４３５番地 京都御池第一生命ビル７階 

株式会社日商社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）６，３４０，０００円 

（変更後）８，１３３，６００円 

 

７ 契約内容 

「令和３年京都市はたちを祝う記念式典」の式典進行，受付，会場内外の整理・誘導 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

厳粛な式典を円滑かつ安全に進めるため，式典の申込受付から当日の進行管理や新成人の誘導，

映像・音響・照明・設営業者との企画調整に関して，経験豊かなスタッフによる的確で迅速な判断

及び指示が不可欠である。また，式典の趣旨を十分理解し，式典参加者にとって心が温まる式典に

するためには，柔軟な発想や優れた企画力を有することが重要となるため，公募型プロポーザル方

式による企画競争（価格以外の要素における競争）で，受託事業者を選定するもの。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

株式会社日商社は，プロポーザルによる提案募集に応募してきた唯一の事業者であるとともに，

京都を代表するイベントである「京都・花灯路」「京都音楽博覧会」「ICOM Kyoto2019」等を受託し

てきた十分な実績があり，かつ提案書の内容を確認した結果，本業務を適切かつ円滑に運営する能



力があると総合的に判断したため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市春日野児童館整備工事 ただし，便所その他改修工事 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

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 

京都市山科区小山中ノ川町３８番地２４ 

有限会社桑野工業 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，８４２，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市春日野児童館の便所その他改修工事 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札に付したが，応札者がなかったため 

 

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 

見積り合わせをした結果，最も低い見積額を提示した者を選定。 

 

11 その他 

 

 



事 業 年 度

工 事 場 所

工 事 名

工 期

事 業 課 名

積 算 内 訳 書

京都市　子ども若者はぐくみ局

令和２年度

京都市伏見区日野林４９番地の１２

京都市春日野児童館整備工事　ただし，便所改修工事

契約日の翌日から令和３年３月３１日まで

子ども若者未来部育成推進課



単　位

1 式 5,913,050

5,913,050

1 式 50,000

1 式 200,000

1 式 56,950

306,950

1 式 6,220,000

1 式 622,000 消費税10%

1 式 6,842,000

消費税等相当額

工事費

直接工事費

計

共通費

　共通仮設費（安全費，フェンスバリケード）

　現場管理費

　一般管理費等

計

工事価格

規　格 数　量 単　価 金　額 摘　要

工事名
京都市春日野児童館整備工事　ただし，便所改修工事

　工事区分・工種・種別・細別



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

児童扶養手当オンライン端末・付属機器賃貸借業務 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年 ４月 １日 

（変更後）令和２年１１月３０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 

児童扶養手当オンライン端末・付属機器に係るコンソーシアム 

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）８，２７６，４００円 

（変更後）７，６２０，３６０円 

 

７ 契約内容 

児童扶養手当事務に係るオンライン端末・付属機器の賃貸借契約 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

児童扶養手当オンラインシステムの各種機能は，ホストコンピュータ機器，ネットワーク機器，

端末機器，印字装置機器，それぞれの制御ソフトウェア及びその設定環境（以下「システム環境」

という。）から提供されており，これらのシステム環境が正常に維持されなければ，システムの安定

稼動に支障が生じる。システムの安定稼動を確保し，また，機器の障害時には機器の交換を含めた

即時の対応を行うことが必要であるため，上記の各機器及び制御ソフトウェアの賃借だけでなく，

これらの機器に精通した技術者による運用支援，障害対応及び予防保守等を包含した契約を締結す

る必要がある。 

上記条件に対応できる業者は自治体における電算処理業務に必要なシステムの安定的供給の確保

を目的とする国の政策によって設立された，株式会社ＪＥＣＣのみであり，契約の性質が競争入札

に適さないことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により，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 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

データ標準レイアウト令和２年６月改定に係る児童手当システム改修業務委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課 

 

３ 契約締結日 

令和２年１１月１８日 

 

４ 履行期間 

令和２年１１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 京都支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２９，８３９，３２６円 

 

７ 契約内容 

マイナンバーによる情報連携を行う際の全国共通仕様であるデータ標準レイアウトが令和２年６

月に改定され，他市町村等へ提供する児童手当における項目が追加されることから，当該仕様に対

応できるようシステム改修を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

既存の児童手当システムは，日本電気株式会社の汎用コンピューター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，

日本電気株式会社が著作権を有するソフトウェアを使用しなければシステム設計，プログラム製造

及び実行等を行うことができない。そのため契約の相手方が特定され，他社との競争が成立せず，

競争入札に適さないため。  

 

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 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市児童家庭相談システム機能改修 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課 

 

３ 契約締結日 

令和３年２月１５日 

 

４ 履行期間 

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 

大阪府大阪市平野区加美南３丁目８番２５号 

シャープマーケティングジャパン株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，７４４，３７５円 

 

７ 契約内容 

京都市児童家庭相談システムの機能改修を行うもの 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市児童家庭相談システム（以下「当システム」という。）は，シャープマーケティングジャパ

ン株式会社（以下「シャープ」という。）を開発業者として開発した本市基幹系システムである。 

本業務においては，本システムに関する知識や専門性を有することが必要であるとともに，本市

基幹系システムに精通していることが必要となる。以上のことから，シャープ以外の者に履行させ

た場合，責任の所在が不明確になる等，著しい支障が生じる恐れがあり，開発業者であるシャープ

以外に履行できないかつその性質又は目的が競争入札に適さないため。 

 

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 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市幼児教育・保育無償化システム等改修業務について 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室 

 

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 

大阪市中央区本町２－５－７ 

アライドテレシス株式会社 関西中四国支社 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２６，０１４，２３０円 

 

７ 契約内容 

幼児教育・保育無償化システムにおいて稼働しているオンラインシステム，バッチシステムのシ

ステム改修対応作業が主であり，これらに伴う一連の作業を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本委託は，幼児教育・保育無償化システムにおけるシステム改修等を行うものであり，これらの

業務には本システムの仕組みや設定内容を熟知している必要がある。これらの知識を保有する者は

当システムの開発業務であるアライドテレシス株式会社に限定され，競争入札に適さないことから，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により，随意契約を行う。 

 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市元六条院小学校グラウンド便所棟新築工事設計業務委託 ただし，建築及び設備実施設計

業務委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）令和２年１１月２６日 

（変更後）令和３年２月２４日 

 

４ 履行期間 

（当 初）令和２年１１月２６日から令和３年２月２６日まで 

（変更後）令和２年１１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 

京都市伏見区醍醐御陵西裏町２３番地 

株式会社 アイプランニング 

 

６ 契約金額（税込み） 

２，５８５，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市元六条院小学校グラウンド便所棟新築工事の設計業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件委託契約は，その内容により，都市計画局において委託することができる事業者の格付が限

定されているものであり，必要な等級の格付をされている事業者を対象に入札したところ，１者（株

式会社アイプランニング）のみが応札したが，落札最低価額を下回る額での入札であったため，入

札が成立しなかった。 

そこで，応札業者との価格交渉の結果，応札業者が入札額と同額で随意契約を締結することも可

能であるとの意向であったこと，契約の締結に必要な等級の格付をされている事業者が限られてお

り，他者からの見積書の徴取が困難であったこと及び当初の入札の状況から，再度入札を行ったと

しても，新たな事業者が応札する可能性が低かったことを踏まえると，株式会社アイプランニング

以外の者と，同社が提示する条件以上に本市に有利な条件で契約を締結することができる見込みが

薄かったため。 

履行期限の変更については，委託業務に従事する者が新型コロナウィルスに感染し，隔離療養及

び入院を余儀なくされ，関係者との調整などの業務着手が遅れたため。 

 

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 

  上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 


