
001 平成27年04月01日
京都市重度障害者住宅環境整備費助成事業（いきいきハウジングリ
フォーム）委託

8,228,269
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（公社）京都市身体障害者団体
連合会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

002 平成27年04月01日
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（きらリンク・にし
じん分）

68,112,574
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（福）西陣会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成27年04月01日 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（あいりん分） 32,943,911
保健福祉局
障害保健福祉推進室

（福）イエス団
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

004 平成27年04月01日
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（らくなん・らくと
う分）

61,410,863
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（福）京都身体障害者福祉セン
ター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

005 平成27年04月01日
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（うきょう・らくさ
い分）

62,385,615
保健福祉局
障害保健福祉推進室

（福）京都総合福祉協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

006 平成27年04月01日 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（ふかくさ分） 28,191,704
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（福）京都老人福祉協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

007 平成27年04月01日 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（ほくほく分） 26,363,816
保健福祉局
障害保健福祉推進室

（福）京都ライトハウス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

008 平成27年04月01日 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（だいご分） 27,613,816
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（福）京都聴覚言語障害者福祉
協会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

009 平成27年04月01日 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（らしく分） 26,941,704
保健福祉局
障害保健福祉推進室

（医）ウエノ診療所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

010 平成27年04月01日 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（西京分） 26,941,704
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（ＮＰＯ）なんてん
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

011 平成27年04月01日
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（からしだねセン
ター分）

26,941,704
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（福）ミッションからしだね
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

012 平成27年07月01日 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（かけはし分） 17,194,480
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（福）伏見ふれあい福祉会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

013 平成27年04月01日 京都市在宅心身障害児（者）療育支援事業委託（聖ヨゼフ会） 8,493,215
保健福祉局保健福祉
部障害保健福祉課

（福）聖ヨゼフ会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

014 平成27年04月01日 京都市在宅心身障害児（者）療育支援事業委託（南山城学園） 7,216,560
保健福祉局保健福祉
部障害保健福祉課

（福）南山城学園
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号
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015 平成27年04月01日 京都市在宅心身障害児（者）療育支援事業委託（京都総合福祉協会） 6,433,290
保健福祉局保健福祉
部障害保健福祉課

（福）京都総合福祉協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

016 平成27年04月01日 京都市総合療育事業委託（京都総合福祉協会分) 45,066,741
保健福祉局保健福祉
部障害保健福祉課

（福）京都総合福祉協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

017 平成27年04月01日 発達障害者支援センター運営事業委託 67,436,859
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（福）京都総合福祉協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

018 平成27年04月01日 京都市重度障害者在宅就労促進事業（バーチャル工房支援事業）委託 6,994,000
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（ＮＰＯ）京都ほっとはあとセ
ンター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

019 平成27年04月01日 京都市中途失明者生活指導員派遣事業委託 34,722,346
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（公社）京都府視覚障害者協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

020 平成27年04月01日 京都市障害者社会参加推進センター運営事業委託 6,261,000
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（公社）京都市身体障害者団体
連合会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

021 平成27年04月01日 京都市手話通訳者・奉仕員派遣事業委託 22,900,000
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（福）京都聴覚言語障害者福祉
協会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

022 平成27年04月01日 京都市要約筆記者派遣事業委託 6,350,000 
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（福）京都聴覚言語障害者福祉
協会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

023 平成27年04月01日 はあと・フレンズ・プロジェクト推進事業委託 7,712,000
保健福祉局障害保健
福祉推進室

京都府高齢・障害者雇用支援協
会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

024 平成27年04月01日 京都市身体障害者相談事業委託 6,788,571
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（公社）京都市身体障害者団体
連合会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

025 平成27年04月01日 京都市障害のある中高生のタイムケア事業委託（（福）西陣会） 25,022,960
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（福）西陣会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

026 平成27年04月01日 京都市障害のある中高生のタイムケア事業委託（（ＮＰＯ）明日堂） 15,141,040
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（ＮＰＯ)明日堂
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

027 平成27年04月01日
京都市障害のある中高生のタイムケア事業委託（（福）カトリック京
都司教区カリタス会）

15,141,040
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（福）カトリック京都司教区カ
リタス会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

028 平成27年04月01日
京都市障害のある中高生のタイムケア事業委託（（福）京都基督教福
祉会）

15,141,040
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（福）京都基督教福祉会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号
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029 平成27年04月20日 障害福祉サービス費等報酬改定に伴う電算改修 20,037,758
保健福祉局障害保健
福祉推進室

平成２７年度障害福祉サービス
費等報酬改定に伴う電算改修コ
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

030 平成27年04月01日 精神科救急情報センターの運営に係る業務委託 27,654,000
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（一社）京都精神保健福祉協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

031 平成27年04月01日 ほほえみ広場事業委託 7,020,000
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（公社）京都市身体障害者団体
連合会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

032 平成27年05月14日 第15回全国障害者スポーツ大会派遣事業委託 9,099,000
保健福祉局障害保健
福祉推進室

京都障害者スポーツ振興会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

033 平成27年04月01日 日本電気株式会社製端末その他付属機器レンタル 8,423,868 
保健福祉局障害保健
福祉推進室

日本電気株式会社製端末その他
付属機器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

034 平成27年04月01日 京都市障害者職場定着支援等推進センター事業委託 16,200,000
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（福）京都総合福祉協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

035 平成27年04月01日 京都市障害支援区分認定業務委託 31,317,840
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（株）日本ビジネスデータープ
ロセシングセンター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第９号

036 平成27年04月01日 発達障害児等療育教室事業 23,500,000
保健福祉局障害保健
福祉推進室

（福）京都基督教福祉会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

037 平成27年04月01日
平成２７年度京都市地域リハビリテーション推進センター給食調理等
業務委託

23,198,400 
保健福祉局地域リハ
ビリテーション推進
センター企画課

日清医療食品（株）
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

038 平成27年04月01日 平成２７年度「京都市自殺総合対策に係る総合相談会」の運営業務 5,100,000 
保健福祉局こころの
健康増進センター相
談援助課

株式会社ＪＲ西日本コミュニ
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

039 平成27年04月01日
平成２７年度自立支援医療（精神通院）及び精神障害者保健福祉手帳
事務に係る労働者派遣業務

予定
総額

11,872,008 
保健福祉局こころの
健康増進センター相
談援助課

株式会社日本ビジネスデーター
プロセシングセンター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

040 平成27年04月01日 平成27年度給食調理業務委託 5,902,200 保健福祉局若杉学園 株式会社ニチダン
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

041 平成27年04月01日 平成27年度通園バス及びワゴン車運行業務委託 5,508,000 保健福祉局若杉学園 エムケイ観光バス株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

042 平成27年04月01日 平成２７年度京都市ホームレス居宅生活移行支援事業の委託契約 7,200,000 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

（公財）ソーシャルサービス協
会ワークセンター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号
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043 平成27年04月01日
平成２７年度京都市ホームレス医療福祉訪問相談事業（簡易旅館）の
委託契約

15,256,000 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

（公財）ソーシャルサービス協
会ワークセンター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

044 平成27年04月01日 平成２７年度京都市ホームレス医療福祉訪問相談事業の委託契約 13,700,000 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

（ＮＰＯ）ゆい
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

045 平成27年04月01日 平成２７年度京都市ホームレス衛生改善事業の委託契約 6,880,000 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

（公財）ソーシャルサービス協
会ワークセンター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

046 平成27年04月01日 平成２７年度京都市中央保護所通所事業の委託契約 15,915,600 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

（福）有隣教会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

047 平成27年04月01日
平成２７年度京都市ホームレス緊急一時宿泊事業に係る宿泊施設の賃
貸借契約

予定
総額

89,070,000 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

（有）カリヤス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

048 平成27年04月01日 平成２７年度京都市ホームレス能力活用推進事業の委託契約 16,517,000 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

（公財）ソーシャルサービス協
会ワークセンター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

049 平成27年04月01日 平成２７年度京都市ホームレス自立支援センター事業の委託契約 35,812,000 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

（公財）ソーシャルサービス協
会ワークセンター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

050 平成27年04月01日
平成２７年度老人医療費支給制度の改正に係るシステム改修（平成２
７年度分）

30,424,442
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

老人医療システム　平成２７年
度制度改正対応（平成２７年度
作業分）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

051 平成27年04月01日 平成２７年度子ども医療対象拡大に係るシステム改修 29,219,097
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

子ども医療費支給制度の改正に
係るシステム改修コンソーシア
ム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

052 平成25年04月01日
平成27年度児童手当，子ども医療，高校進学・修学支援金事業業
務委託契約

保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

㈱パソナ　パソナ・京都
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

053 平成27年04月01日 障害者医療分及び子ども医療分オンライン端末・付属機器賃借業務 5,776,920
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

障害者医療及び子ども医療分オ
ンライン端末・附属機器に係る
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

054 平成27年04月01日 京都市臨時福祉給付金申請支給支援業務委託 341,064,000 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

京都市臨時福祉給付金申請支給
支援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

055 平成27年06月24日
臨時福祉給付金の支給事務に係るＡＣＯＳシステム改修及び情報処理
業務委託

15,188,698 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

臨時福祉給付金支給事務に係る
ＡＣＯＳシステム情報抽出対応
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

056 平成27年07月10日
平成２７年度京都市臨時福祉給付金支給事業における区役所・支所で
の申請書記載支援等業務

20,984,400 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

株式会社パソナ パソナ京都
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

（当　初）311,850,000
（変更前）317,790,000
（変更後）326,187,000



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）

057 平成27年04月01日 就労意欲喚起等支援事業委託契約 185,810,000 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

株式会社パソナ　パソナ京都
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

058 平成27年04月01日 チャレンジ就労体験事業の委託契約 22,300,000 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

（福）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

059 平成27年04月01日 生活保護受給者等中学３年生学習支援プログラム委託 7,826,600 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

公益財団法人　京都市ユース
サービス協会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

060 平成27年04月01日 平成２７年度年金検討員派遣事業の委託契約 35,284,100 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

京都府社会保険労務士会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

061 平成27年04月01日 京都市地域あんしん支援員設置事業の委託契約 32,949,000 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

（福）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

062 平成27年04月01日 平成２７年度京都市住居確保給付金支給事業の委託契約 14,331,680 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

（福）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

063 平成27年04月01日
生活保護電算システムに係るソフトウェア保守作業（平成２７年度
分）

15,814,008 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

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

064 平成27年09月08日 冬季加算制度改正に係る生活保護システム改修 5,161,798 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

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

065 平成27年09月08日 マイナンバー制度に係る生活保護システム改修 31,494,088 
保健福祉局生活福祉
部地域福祉課

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

066 平成27年04月01日
平成２７年度京都市特定健康診査・特定保健指導等システム保守業務
委託

7,905,600 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

日本コンピューター株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

067 平成27年04月01日
重度障害老人健康管理費支給制度に係る支給額の算定及び支給額情報
の提供，支給事務，審査事務及び第三者行為損害賠償求償事務委託

予定
総額

13,597,259 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

京都府国民健康保険団体連合会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

068 平成27年04月01日
平成２７年度コンビニエンスストアにおける国民健康保険料の収納事
務委託

予定
総額

21,956,400 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

三菱ＵＦＪニコス株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

069 平成27年04月01日 国民健康保険料収納業務に係る電算処理業務委託
予定
総額

15,607,534 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

ＴＩＳ株式会社，ＴＩＳシステ
ムサービス株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

070 平成27年04月01日
平成２７年度京都市国民健康保険人間ドック・特定保健指導等費用支
払事務及びデータ管理委託

予定
総額

5,336,580 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

京都府国民健康保険団体連合会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号



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）

071 平成27年04月01日
平成２７年度日本電気株式会社製国民健康保険オンライン端末・付属
機器賃貸借

42,100,560 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

日本電気株式会社製国民健康保
険オンライン端末・付属機器に
係る賃貸借業務コンソーシアム

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１０条第１項第1号

072 平成27年04月01日 平成２７年度後期高齢者医療オンライン端末・付属機器賃貸借 8,646,996 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

後期高齢者医療オンライン端
末・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

073 平成27年04月01日
平成２７年度国民年金オンラインシステムＮＥＣ製端末その他付属機
器賃貸借

15,746,400 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

国民年金オンラインシステムＮ
ＥＣ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

074 平成27年04月24日
平成２７年度京都府後期高齢者医療被保険者である京都市民を対象に
した健康診査の実施に係る業務委託

予定
総額

172,557,723 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

（一社）京都府医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

075 平成27年04月24日
平成２７年度京都市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導の実施
に係る業務委託

予定
総額

414,715,652 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

（一社）京都府医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

076 平成27年05月29日
国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料納入通知に伴う市民応対業
務委託

予定
総額

12,803,184 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

オムロンパーソネル株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

077 平成27年06月01日
平成２７年度京都市国民健康保険特定健康診査における人間ドック健
康診査・特定保健指導委託

予定
総額

535,914,588 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

警察共済組合京都府支部ほか39
健診機関

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

078 平成27年07月01日
平成２７年度京都府後期高齢者医療被保険者を対象とする人間ドック
健康診査委託

予定
総額

115,147,681 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

警察共済組合京都府支部ほか39
健診機関

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

079 平成27年08月11日 社会保障・税番号制度導入に伴う後期高齢者医療システム改修委託 6,717,308 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

社会保障・税番号制度導入に伴
う後期高齢者医療システム改修
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

080 平成27年04月01日 里親委託推進・支援等事業業務委託 6,792,000 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

（福）積慶園
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

081 平成27年04月01日
子育て世帯臨時特例給付金支給事業における申請，支払等管理に係る
業務委託

34,108,560 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

（株）ケーケーシー情報システ
ム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

082 平成27年04月01日
子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る汎用機におけるシステムの
構築

11,314,274 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

日本電気（株）
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

083 平成27年04年01日 平成２7年度児童手当オンライン端末・付属機器レンタルの賃貸借契約 5,054,400 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

児童手当オンライン端末・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

084 平成27年04月01日
平成２７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（ほっこりスペース分）

5,610,000 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

（福）積慶園
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号
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085 平成27年04月01日
平成２７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（きっずるーむおおやけ分）

5,610,000 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

（福）大宅福祉会おおやけこど
も園

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

086 平成27年04月01日
平成２７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（稲荷の家ほっこり分）

5,610,000 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

（福）京都老人福祉協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

087 平成27年04月01日
平成２７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（ほっこりはあと出町分）

5,610,000 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

（一社）京都市母子寡婦福祉連
合会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

088 平成27年04月01日
平成２７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（いっぽ分）

5,610,000 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

（ＮＰＯ）京都子育てネット
ワーク

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

089 平成27年04月01日 平成27年度ファミリーサポート事業に係る委託 31,968,000 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

（公社）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

090 平成27年04月01日 平成27年度放課後ほっと広場事業の委託 50,997,980 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

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

091 平成27年04月01日 「京都やんちゃフェスタ２０１５（第１部）」の実施の委託 14,902,000 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

（公社）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

092 平成27年04月01日 平成27年度京都市児童館事業（民設児童館）の委託
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

（公社）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

093 平成27年04月01日 平成27年度児童館・学童保育所職員研修の委託 13,564,240 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

（公社）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

094 平成27年04月01日
平成27年度京都市学童クラブ事業における障害のある児童の統合育成
対策介助者派遣事業の委託

予定
総額

164,835,000
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

（公社）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

095 平成27年04月01日 平成27年度学童クラブ事業（民設学童保育所）の委託
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

（福祉）信愛保育園
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

096 平成27年04月01日 児童扶養手当オンライン端末・付属機器レンタル 8,125,920 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

児童扶養手当オンライン端末・
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

097 平成27年04月01日 平成２７年度京都市子育て支援短期利用事業に係る委託
予定
総額

52,720,000 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

別紙１参照
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

098 平成27年04月01日
平成２７年度京都市母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金債権管理回収
等業務委託

上限 5,000,000 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

母子寡婦福祉資金貸付金債権管
理回収等委託業務コンソーシア
ム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

（当　初）843,786,225
（変更後）840,130,824

（当　初）10.928,480
（変更後）11,203,549
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099 平成27年04月01日 平成２７年度母子父子寡婦福祉資金貸付業務システム保守運用業務委託 6,013,440 
保健福祉局子育て支
援部児童家庭課

富士通エフ・アイ・ピー株式会
社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

100 平成27年04月01日 子ども・子育て支援新制度における支給認定等業務委託 32,886,000 
保健福祉局子育て支
援部保育課

株式会社パソナ パソナ京都
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

101 平成27年04月01日 京都市子ども・子育て支援制度システム保守・運用業務委託 19,652,544 
保健福祉局子育て支
援部保育課

富士通株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

102 平成27年08月01日 京都市第３子以降の保育料免除事業システム改修業務委託 10,883,808 
保健福祉局子育て支
援部保育課

富士通株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

103 平成27年08月31日 子ども・子育て支援制度における支給認定等業務委託 253,981,440 
保健福祉局子育て支
援部保育課

株式会社パソナ パソナ京都
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

104 平成27年04月01日 京都市児童福祉センター診療所における医事業務委託 28,460,160 
保健福祉局
児童福祉センター

（株）ソラスト
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

105 平成27年04月01日 京都市第二児童福祉センター診療所における医事業務委託 24,455,520 
保健福祉局
第二児童福祉セン
ター

（株）ソラスト
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

106 平成27年04月01日 知恵シルバーセンター事業管理運営委託 6,137,324 
保健福祉局長寿社会
部長寿福祉課

（福）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

107 平成27年04月01日 高齢者虐待防止事業委託 6,994,286 
保健福祉局長寿社会
部長寿福祉課

（福）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

108 平成27年04月01日 高齢者地域就業開拓事業委託 20,489,760 
保健福祉局長寿社会
部長寿福祉課

（公社）京都市シルバー人材セ
ンター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

109 平成27年04月01日 高齢者就労援助事業委託 25,603,168 
保健福祉局長寿社会
部長寿福祉課

（公社）京都市シルバー人材セ
ンター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第３号

110 平成27年04月01日 京都市地域介護予防推進事業の実施に係る業務委託 583,938,000 
保健福祉局長寿社会
部長寿福祉課

（一財）京都地域医療学際研究
所　他１１件

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

111 平成27年04月01日 京都市健康すこやか学級事業の実施に関する業務委託 112,704,079 
保健福祉局長寿社会
部長寿福祉課

（福）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

112 平成27年04月01日 京都市緊急通報システム事業委託
予定
総額

117,569,316 
保健福祉局長寿社会
部長寿福祉課

富士通テレコムネットワークス
（株）

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号



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）

113 平成27年04月01日 京都市配食サービス事業委託（京都市社会福祉協議会分） 8,378,831 
保健福祉局長寿社会
部長寿福祉課

（福）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

114 平成27年04月01日 京都市配食サービス事業委託（健光園配食サービス分）
予定
総額

5,008,044 
保健福祉局長寿社会
部長寿福祉課

（福）健光園
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

115 平成27年04月01日 京都市配食サービス事業委託（藤森センターほっこり分）
予定
総額

9,242,868 
保健福祉局長寿社会
部長寿福祉課

（福）京都老人福祉協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

116 平成27年04月01日 平成２７年度全国健康福祉祭参加者派遣等事業委託 10,797,192 
保健福祉局長寿社会
部長寿福祉課

（一社）京都市老人クラブ連合
会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

117 平成27年04月01日 京都市地域包括支援センター運営事業委託 1,554,300,000 
保健福祉局長寿社会
部長寿福祉課

社会福祉法人七野会　他６０件
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

118 平成27年04月01日 高齢者包括支援ネットワークシステム保守委託 16,807,720 
保健福祉局長寿社会
部長寿福祉課

高齢者包括支援ネットワークシ
ステム運用保守業務委託コン
ソーシアム

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

119 平成27年04月01日
平成２７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

40,590,720 
保健福祉局長寿社会
部介護保険課

日本電気株式会社製端末その他
付属機器賃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

120 平成27年04月01日 介護認定審査会運営支援システム機器等保守業務委託 5,242,708 
保健福祉局長寿社会
部介護保険課

株式会社　リオス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

121 平成27年04月01日 介護保険制度改正等に係るシステム改修 119,248,230 
保健福祉局長寿社会
部介護保険課

介護保険制度改正に係るシステ
ム改修(平成27年度)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

122 平成27年04月01日 介護保険料に係る領収済通知書等の電子データの作成及び加工等業務
予定
総額

6,893,082 
保健福祉局長寿社会
部介護保険課

TIS株式会社及びTISシステム
サービス株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

123 平成27年04月01日
介護認定審査会運営支援システムに係る電子複写機の保守及び消
耗品等

予定
総額

6,799,849 
保健福祉局長寿社会
部介護保険課

富士ゼロックス京都株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

124 平成27年04月01日 平成２７年度フッ化物歯面塗布事業委託
予定
総額

6,931,268 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（一社）京都府歯科医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

125 平成27年04月01日 平成２７年度風しん抗体検査委託
予定
総額

15,086,400 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（一社）京都府医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

126 平成27年04月01日 平成２７年度予防接種委託
予定
金額

3,123,175,928 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（一社）京都府医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号



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）

127 平成27年04月01日 平成２７年度予防接種審査事務委託
予定
金額

21,675,554 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

京都府国民健康保険団体連合会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

128 平成27年04月15日 平成２７年度胸部（結核・肺がん）検診委託
予定
総額

21,639,880 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（一財）京都予防医学センター
他５件

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

129 平成27年04月01日 平成２７年度食鳥検査の委託 12,700,800 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（公社）京都保健衛生協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

130 平成27年04月01日
平成２７年度高齢者筋力トレーニング普及推進ボランティア養成講座
委託

9,002,000 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（公財）京都市健康づくり協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

131 平成27年04月01日 平成２７年度介護予防普及啓発事業（南部）委託
予定
総額

13,784,680 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（公財）京都市健康づくり協会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

132 平成27年04月01日 平成２７年度高齢者筋力トレーニング普及推進事業（北部）委託
予定
総額

7,212,000 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（公財）京都ＹＭＣＡ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

133 平成27年04月01日 平成２7年度胃がん検診委託
予定
総額

40,453,127 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（一社）京都府医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

134 平成27年04月01日 平成２7年度子宮がん検診委託
予定
総額

115,085,140 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（一社）京都府医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

135 平成27年04月01日 平成２7年度大腸がん検診委託
予定
総額

29,652,885 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（一社）京都府医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

136 平成27年04月01日 平成２7年度乳がん検診委託
予定
総額

103,481,668 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（一社）京都府医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

137 平成27年04月01日 平成２7年度肺がん検診委託
予定
総額

7,873,120 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（一社）京都府医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

138 平成27年04月01日 平成２7年度前立腺がん検診委託
予定
総額

15,968,649 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（一社）京都府医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

139 平成27年04月01日 平成２７年度京都市健康診査・保健指導委託
予定
総額

6,884,000 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（一社）京都府医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

140 平成27年09月01日 平成２７年度がんセット検診委託
予定
総額

32,044,720 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（一社）京都予防医学センター
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号



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）

141 平成27年04月01日 平成２７年度妊婦健康診査実施の委託
予定
総額

962,610,000 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（一社）京都府医師会　他４件
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

142 平成27年04月01日 平成２７年度妊婦健康診査審査支払事務の委託
予定
総額

13,960,123 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

京都府国民健康保険団体連合会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

143 平成27年04月01日 平成２７年度育児支援ヘルパー派遣事業の委託
予定
総額

18,748,000 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（福）京都福祉サービス協会
他１件

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

144 平成27年04月01日 京都市スマイルママ・ホッと事業委託業務
予定
総額

13,796,000 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

（医）仁愛会川村産婦人科　他
１３件

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

145 平成27年04月01日
平成２７年度犬鑑札等の交付事務及び登録手数料等の徴収並びに収納
事務等の委託

予定
総額

8,897,040 
保健福祉局保健衛生
推進室医務衛生課

（公社）京都市獣医師会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

146 平成27年04月01日 京都市環境情報処理システム保守業務委託 8,451,000 
保健福祉局保健衛生
推進室衛生環境研究
所

環境計測株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

147 平成27年04月01日 京都市桃陽病院給食調理等業務委託 保健福祉局桃陽病院 （株）ニチダン
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

148 平成27年04月01日 京都市桃陽病院における医事業務 23,522,400 保健福祉局桃陽病院 （株）ソラスト
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

(当初）　24,233,904
(変更後）24,264,948



 

随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

  京都市重度障害者住宅環境整備費助成事業（いきいきハウジングリフォーム）委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区壬生坊城町１９－４ 京都市みぶ身体障害者福祉会館内 

公益社団法人京都市身体障害者団体連合会 

 

６ 契約金額（税込み） 

  ８，２２８，２６９円 

 

７ 契約内容 

  平成２６年度京都市重度障害者住宅環境整備費助成事業の委託 

 

８ 随意契約の理由 

  契約内容が，重度障害者それぞれの障害種別，程度等に応じた適切な住環境の整備のための専門

相談等であり，事業の実施にあたっては，障害のある方に対する住宅改修への高い専門性・実績を

必要とするもので，委託先が特定の１者に限られる。 

 よって，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。 

 

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 

  公益社団法人京都市身体障害者団体連合会は，京都市内に居住する身体障害者で構成する団体の

組織活動を推進し，京都市域における身体障害者の福祉，社会への完全参加と平等の達成を図るこ

とを目的としており，委託事業のひとつに身体障害者住宅改善相談事業を実施している。 

 本事業は事業目的に合致した効果的な整備について行う必要があるが，当連合会は申請受付から

専門相談等一連の業務について事業実績があり，また，住宅環境整備費助成事業の実施に必要な専

門知識を持ったスタッフを有している唯一の団体であることから，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 

京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（きらリンク・にしじん分） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区元誓願寺通千本東入る元四丁目４３０番地の２ 

社会福祉法人 西陣会 

 

６ 契約金額（税込み） 

６８，１１２，５７４円 

 

７ 契約内容 

福祉サービス等の利用援助（相談・情報提供），支援計画の作成，居宅支援事業者等に対する研

修会及び地域支援ネットワーク会議の開催 

 

８ 随意契約の理由 

 本事業は，障害者及びその家族や支援者からの生活支援等に関する幅広い相談に応じるとともに，

支援計画の作成及び関係機関との連絡調整や地域連携などを中心業務として行うものである。 

 したがって，業務の実施に当たっては，地域（圏域）における相談ニーズに迅速かつ的確に対応

できるように，相談技法を獲得し，多様化する障害種別，障害特性及び福祉サービス全般に精通す

るとともに，障害分野における地域連携の核となり，障害者，その家族への支援の実践など極めて

個別性が高く継続的な対応を必要とするものであって，契約の性質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 

社会福祉法人西陣会は，北部圏域（きらリンク）及び中部圏域（にしじん）において，本事業に

関する運営実績を有するとともに，居宅介護や生活介護，障害児対象のタイムケア事業等を地域に

根差した形で幅広く実施し，安定的な運営基盤や障害特性，福祉制度に関する知識と相談技術を備

える専門的なスタッフを有しているため。 

 

11 その他 

 



 

随意契約締結結果報告書 

 

 

１ 件名 

京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（あいりん分） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

神戸市中央区吾妻通５丁目２番２０号 

社会福祉法人 イエス団 

 

６ 契約金額（税込み） 

３２，９４３，９１１円 

 

７ 契約内容 

福祉サービス等の利用援助（相談・情報提供），支援計画の作成，居宅支援事業者等に対する研

修会及び地域支援ネットワーク会議の開催 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，障害者及びその家族や支援者からの生活支援等に関する幅広い相談に応じるととも  

に，支援計画の作成及び関係機関との連絡調整や地域連携などを中心業務として行うものである。 
 したがって，業務の実施に当たっては，地域（圏域）における相談ニーズに迅速かつ的確に対応で

きるように，相談技法を獲得し，多様化する障害種別，障害特性及び福祉サービス全般に精通すると

ともに，障害分野における地域連携の核となり，障害者，その家族への支援の実践など極めて個別性

が高く継続的な対応を必要とするものであって，契約の性質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 

 社会福祉法人イエス団は，南部圏域において，本事業に関する運営実績を有するとともに，本市

では同圏域に重度心身障害者通所事業，居宅介護や生活介護事業所の運営など幅広く事業を実施し，

安定的な運営基盤や障害特性，福祉制度に関する知識と相談技術を備える専門的なスタッフを有し

ているため。 

 

11 その他 

 



 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（らくなん・らくとう分） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区吉祥院西定成町３５番地 

社会福祉法人 京都身体障害者福祉センター 

 

６ 契約金額（税込み） 

６１，４１０，８６３円 

 

７ 契約内容 

福祉サービス等の利用援助（相談・情報提供），支援計画の作成，居宅支援事業者等に対する研

修会及び地域支援ネットワーク会議の開催 

 

８ 随意契約の理由 

本事業は，障害者及びその家族や支援者からの生活支援等に関する幅広い相談に応じるとともに，

支援計画の作成及び関係機関との連絡調整や地域連携などを中心業務として行うものである。 

 したがって，業務の実施に当たっては，地域（圏域）における相談ニーズに迅速かつ的確に対応

できるように，相談技法を獲得し，多様化する障害種別，障害特性及び福祉サービス全般に精通す

るとともに，障害分野における地域連携の核となり，障害者，その家族への支援の実践など極めて

個別性が高く継続的な対応を必要とするものであって，契約の性質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 

 社会福祉法人京都身体障害者福祉センターは，中部圏域（らくなん）及び東部圏域（らくとう）

において，本事業に関する運営実績を有するとともに，身体障害者福祉会館の運営，複数の居宅介

護や生活介護，就労移行支援事業所の運営など幅広く事業を実施し，安定的な運営基盤や障害特性，

福祉制度に関する知識と相談技術を備える専門的なスタッフを有しているため。 

 

11 その他 

 



 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（うきょう・らくさい分） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区下鴨北野々神町２６番地 

社会福祉法人 京都総合福祉協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

６２，３８５，６１５円 

 

７ 契約内容 

福祉サービス等の利用援助（相談・情報提供），支援計画の作成，居宅支援事業者等に対する研

修会及び地域支援ネットワーク会議の開催 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，障害者及びその家族や支援者からの生活支援等に関する幅広い相談に応じるととも 

に，支援計画の作成及び関係機関との連絡調整や地域連携などを中心業務として行うものである。 
 したがって，業務の実施に当たっては，地域（圏域）における相談ニーズに迅速かつ的確に対応で

きるように，相談技法を獲得し，多様化する障害種別，障害特性及び福祉サービス全般に精通すると

ともに，障害分野における地域連携の核となり，障害者，その家族への支援の実践など極めて個別性

が高く継続的な対応を必要とするものであって，契約の性質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 

  社会福祉法人京都総合福祉協会は，西部圏域において，本事業に関する運営実績を有するととも

に，複数の障害者支援施設，居宅介護や生活介護，就労継続支援（Ｂ型）事業所等の運営など幅広く事

業を実施し，安定的な運営基盤や障害特性，福祉制度に関する知識と相談技術を備える専門的なス

タッフを有しているため。 

 

11 その他 

 



 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（ふかくさ分） 

 

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２７年４月 1 日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月 1 日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市伏見区深草大亀谷東古御香町５９・６０ 

社会福祉法人 京都老人福祉協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２８，１９１，７０４円 

 

７ 契約内容 

福祉サービス等の利用援助（相談・情報提供），支援計画の作成，居宅支援事業者等に対する研

修会及び地域支援ネットワーク会議の開催 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，障害者及びその家族や支援者からの生活支援等に関する幅広い相談に応じるととも  

に，支援計画の作成及び関係機関との連絡調整や地域連携などを中心業務として行うものである。 

 したがって，業務の実施に当たっては，地域（圏域）における相談ニーズに迅速かつ的確に対応

できるように，相談技法を獲得し，多様化する障害種別，障害特性及び福祉サービス全般に精通す

るとともに，障害分野における地域連携の核となり，障害者，その家族への支援の実践など極めて

個別性が高く継続的な対応を必要とするものであって，契約の性質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 

  社会福祉法人京都老人福祉協会は，南部圏域において，本事業に関する運営実績を有するとと

もに，地域に根ざした形で特別養護老人ホーム，身体障害者を受け入れる介護デイサービス事業及

び身体・知的・精神障害の居宅介護事業など幅広く事業を実施し，安定的な運営基盤や障害特性，

福祉制度に関する知識と相談技術を備える専門的なスタッフを有しているため。 

 

11 その他 

 



 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（ほくほく分） 

 

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２７年４月 1 日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月 1 日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市北区紫野花ノ坊町１１番地 

社会福祉法人 京都ライトハウス 

 

６ 契約金額（税込み） 

２６，３６３，８１６円 

 

７ 契約内容 

福祉サービス等の利用援助（相談・情報提供），支援計画の作成，居宅支援事業者等に対する研

修会及び地域支援ネットワーク会議の開催 

 

８ 随意契約の理由 

 本事業は，障害者及びその家族や支援者からの生活支援等に関する幅広い相談に応じるとともに，

支援計画の作成及び関係機関との連絡調整や地域連携などを中心業務として行うものである。 
 したがって，業務の実施に当たっては，地域（圏域）における相談ニーズに迅速かつ的確に対応

できるように，相談技法を獲得し，多様化する障害種別，障害特性及び福祉サービス全般に精通す

るとともに，障害分野における地域連携の核となり，障害者，その家族への支援の実践など極めて

個別性が高く継続的な対応を必要とするものであって，契約の性質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 

  社会福祉法人京都ライトハウスは，北部圏域において，本事業に関する運営実績を有するとと   

もに，視覚障害者の施設入所支援や自立訓練，生活介護事業所など幅広く事業を運営し，安定的な運

営基盤や障害特性，福祉制度に関する知識と相談技術を備えている専門的なスタッフを有している

ため。 

 

11 その他 



 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（だいご分） 

 

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２７年４月 1 日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月 1 日から平成２８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東中合町２番地 

社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，６１３，８１６円 

 

７ 契約内容 

福祉サービス等の利用援助（相談・情報提供），支援計画の作成，居宅支援事業者等に対する研

修会及び地域支援ネットワーク会議の開催 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，障害者及びその家族や支援者からの生活支援等に関する幅広い相談に応じるととも

に，支援計画の作成及び関係機関との連絡調整や地域連携などを中心業務として行うものである。 

 したがって，業務の実施に当たっては，地域（圏域）における相談ニーズに迅速かつ的確に対応

できるように，相談技法を獲得し，多様化する障害種別，障害特性及び福祉サービス全般に精通す

るとともに，障害分野における地域連携の核となり，障害者，その家族への支援の実践など極めて

個別性が高く継続的な対応を必要とするものであって，契約の性質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 

社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会は，東部圏域において，本事業に関する運営実績を

有するとともに，聴覚障害者を中心とした相談支援や居宅介護や生活介護，就労移行支援事業所，

地域活動支援センターなど幅広く事業を運営し，安定的な運営基盤や障害特性，福祉制度に関する

知識と相談技術を備える専門的なスタッフを有しているため。 

 

11 その他 

 



 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（らしく分） 

 

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２７年４月 1 日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月 1 日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区田中上柳町２－１ 
医療法人社団ウエノ診療所 
 

６ 契約金額（税込み） 

２６，９４１，７０４円 

 

７ 契約内容 

福祉サービス等の利用援助（相談・情報提供），支援計画の作成，居宅支援事業者等に対する研

修会及び地域支援ネットワーク会議の開催 

 

８ 随意契約の理由 

本事業は，障害者及びその家族や支援者からの生活支援等に関する幅広い相談に応じるととも

に，支援計画の作成及び関係機関との連絡調整や地域連携などを中心業務として行うものである。 

 したがって，業務の実施に当たっては，地域（圏域）における相談ニーズに迅速かつ的確に対

応できるように，相談技法を獲得し，多様化する障害種別，障害特性及び福祉サービス全般に精

通するとともに，障害分野における地域連携の核となり，障害者，その家族への支援の実践など

極めて個別性が高く継続的な対応を必要とするものであって，契約の性質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 

  医療法人社団ウエノ診療所は，北部圏域において，本事業に関する運営実績を有するとともに，精

神障害のある方についての保健，医療及び福祉に関する専門的な知識を有し，地域に密着した事業を実

施し，安定的な運営基盤や障害特性，福祉制度に関する知識と相談技術を備える専門的なスタッフを有

しているため。 

 

11 その他 

 



 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（西京分） 

 

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２７年４月 1 日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月 1 日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市西京区山田四ノ坪町１２－７ 
特定非営利活動法人 なんてん 
 

６ 契約金額（税込み） 

２６，９４１，７０４円 

 

７ 契約内容 

福祉サービス等の利用援助（相談・情報提供），支援計画の作成，居宅支援事業者等に対する研

修会及び地域支援ネットワーク会議の開催 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，障害者及びその家族や支援者からの生活支援等に関する幅広い相談に応じるととも

に，支援計画の作成及び関係機関との連絡調整や地域連携などを中心業務として行うものである。 

 したがって，業務の実施に当たっては，地域（圏域）における相談ニーズに迅速かつ的確に対応

できるように，相談技法を獲得し，多様化する障害種別，障害特性及び福祉サービス全般に精通す

るとともに，障害分野における地域連携の核となり，障害者，その家族への支援の実践など極めて

個別性が高く継続的な対応を必要とするものであって，契約の性質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 

特定非営利活動法人なんてんは，西部圏域において，本事業に関する運営実績を有するととも

に，精神障害のある方についての保健，医療及び福祉に関する専門的な知識を有し，地域に密着

した事業を実施し，安定的な運営基盤や障害特性，福祉制度に関する知識と相談技術を備える専

門的なスタッフを有しているため。 

 

11 その他 

 



 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（からしだねセンター分） 

 

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２７年４月 1 日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月 1 日から平成２８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東出町７５ 
社会福祉法人 ミッションからしだね 
 

６ 契約金額（税込み） 

２６，９４１，７０４円 

 

７ 契約内容 

福祉サービス等の利用援助（相談・情報提供），支援計画の作成，居宅支援事業者等に対する研

修会及び地域支援ネットワーク会議の開催 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，障害者及びその家族や支援者からの生活支援等に関する幅広い相談に応じるとともに，

支援計画の作成及び関係機関との連絡調整や地域連携などを中心業務として行うものである。 
 したがって，業務の実施に当たっては，地域（圏域）における相談ニーズに迅速かつ的確に対応

できるように，相談技法を獲得し，多様化する障害種別，障害特性及び福祉サービス全般に精通す

るとともに，障害分野における地域連携の核となり，障害者，その家族への支援の実践など極めて

個別性が高く継続的な対応を必要とするものであって，契約の性質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 

  社会福祉法人ミッションからしだねは，東部圏域において，本事業に関する運営実績を有する

とともに，精神障害のある方についての保健，医療及び福祉に関する専門的な知識を有し，地域に

密着した事業を実施し，安定的な運営基盤や障害特性，福祉制度に関する知識と相談技術を備える

専門的なスタッフを有しているため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託（かけはし分） 

 

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２７年７月 1 日 

 

４ 履行期間 

平成２７年７月 1 日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市伏見区京町６丁目６１ 
社会福祉法人 伏見ふれあい福祉会 
 

６ 契約金額（税込み） 

１７，１９４，４８０円 

 

７ 契約内容 

福祉サービス等の利用援助（相談・情報提供），支援計画の作成，居宅支援事業者等に対する研

修会及び地域支援ネットワーク会議の開催 

 

８ 随意契約の理由 

  事業内容が，障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）の福祉に関する各般の問題につ

き，障害者等やその家族，支援者等からの相談に応じ，必要な情報の提供及び助言その他の障害

福祉サービスの利用援助等，必要な支援を行うとともに，虐待の防止及びその早期発見のための

関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。 

  このため，本事業の実施には専門性及び継続性に加え，施設の経営など安定的な運営基盤や障害

特性，福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また，地域に根差し

た支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要が

あることから，その目的が競争入札に適しないため，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。 

 

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 
  南部圏域（醍醐地区を除く伏見区）において指定障害福祉サービス事業を実施している法人のうち，

同事業の実施状況や法人の所在地等から，（福）伏見ふれあい福祉会及び（福）世光福祉会を候補と

して抽出した。他の障害者地域生活支援センター等の意見も踏まえつつ，両法人を比較した結果，次

の点から（福）伏見ふれあい福祉会を委託法人として選定した。 

 （評価項目） 

  ○ 精神障害についての専門的知識があること（３障害のバランス上，精神障害系の法人が運営す

るセンターが各５圏域に１箇所ずつ設置されることが望ましく，平成２７年３月末まで委託をし

ていた法人が精神障害系の法人であったもの。（福）伏見ふれあい福祉会は精神障害系法人，（福）

世光福祉会は知的障害系法人である。） 

  ○ 指定障害福祉サービス事業の実施状況から，障害者地域生活支援センターの委託に必要な事業

者指定（計画相談支援及び地域相談支援）を受けており，かつ，利用者本位の支援を徹底してい

く支援力があると認められること 

○ 法人の取組が評価された結果，とりわけ相談支援が必要となる在宅者に向けた事業者団体（京

都市居宅介護等事業連絡協議会）からの依頼を受け，法人内から同団体理事が選任されるなど，

必要な支援ネットワークの基盤があること。 



 

11 その他 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名   

京都市在宅心身障害児（者）療育支援事業委託（聖ヨゼフ会） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間  

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市北区北野東紅梅町６番地１ 

 社会福祉法人 聖ヨゼフ会 

  

６ 契約金額（税込み）  

８，４９３，２１５円 

 

７ 契約内容  

在宅心身障害児（者）の相談支援，訪問療育，施設職員の療育技術指導 

 

８ 随意契約の理由  

事業内容が，在宅の身体障害児，知的障害児，重症心身障害児（者）等に対して，専門的な療育相

談，訪問による療育指導，障害児の通う保育所等の施設職員に対する療育技術の指導及び関係機関と

の連絡調整等を行うもので，内容が専門性及び継続性を有するものであるため。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本事業の実施には，重症心身障害児（者）の障害特性，障害福祉施策等に関する知識及び療育に関

する専門的技術を備えているスタッフを必要とするが，社会福祉法人 聖ヨゼフ会は，昨年度までの本

事業に関する運営実績を有するとともに，肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設等を運営し，ま

た，本事業の実施に必要なスタッフや高度な専門的知識，技術を有しているため。 

 

11 その他 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名   

京都市在宅心身障害児（者）療育支援事業委託（南山城学園） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間  

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都府城陽市富野狼谷２番地１ 

  社会福祉法人 南山城学園 

    

６ 契約金額（税込み）  

７，２１６，５６０円 

 

７ 契約内容  

在宅心身障害児（者）の相談支援，訪問療育，施設職員の療育技術指導 

 

８ 随意契約の理由  

事業内容が，在宅の身体障害児，知的障害児，重症心身障害児（者）等に対して，専門的な療育相

談，訪問による療育指導，障害児の通う保育所等の施設職員に対する療育技術の指導及び関係機関と

の連絡調整等を行うもので，内容が専門性及び継続性を有するものであるため。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本事業の実施には，在宅の重度知的障害児（者）の障害特性，障害福祉施策等に関する知識及び療

育に関する専門的技術を備えている専門的なスタッフを必要とするが，社会福祉法人南山城学園は，

発達障害及び知的障害対応の施設を運営し，その施設機能を 大限に活用することが可能であること，

また，本事業の実施に必要なスタッフや高度な専門的知識，技術を有しているため。 

 

11 その他 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名   

京都市在宅心身障害児（者）療育支援事業委託（京都総合福祉協会） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間  

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区下鴨北野々神町２６ 

社会福祉法人 京都総合福祉協会 

  

６ 契約金額（税込み）  

６，４３３，２９０円 

 

７ 契約内容  

在宅心身障害児（者）の相談支援，訪問療育，施設職員の療育技術指導 

 

８ 随意契約の理由  

事業内容が，在宅の身体障害児，知的障害児，重症心身障害児（者）等に対して，専門的な療育相

談，訪問による療育指導，障害児の通う保育所等の施設職員に対する療育技術の指導及び関係機関と

の連絡調整等を行うもので，内容が専門性及び継続性を有するものであるため。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本事業の実施には，在宅の重度知的障害児（者）の障害特性，障害福祉施策等に関する知識及び療

育に関する専門的技術を備えている専門的なスタッフを必要とするが，社会福祉法人京都総合福祉協

会は，発達障害及び知的障害対応の施設を運営し，その施設機能を 大限に活用することが可能であ

ること，また，本事業の実施に必要なスタッフや高度な専門的知識，技術を有しているため。 

 

11 その他 



 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  京都市総合療育事業委託（京都総合福祉協会分） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区下鴨北野々神町２６ 

社会福祉法人 京都総合福祉協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

  ４５，０６６，７４１円 

 

７ 契約内容  

心理療法，言語治療及び聴能訓練並びに生活指導の側面からの専門的な援助の実施，保護者及び保

育者に対する助言及び指導等  

 

８ 随意契約の理由 

契約内容が心身障害児（者）に対する療育訓練であり，高度の専門性と継続性を必要とするもので

あって，契約の性質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 

  当該法人は，京都市内において児童発達支援センター「きらきら園」「ポッポ」を始めとする多数の

障害児者関連施設・事業を運営しており，本事業実施上必要な体制と長年の経験，実績を有している

とともに，事業委託を開始した平成１１年７月以降，安定した事業運営を行っていると認められるた

め。 

 

11 その他 

 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  発達障害者支援センター運営事業委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市左京区下鴨北野々神町２６ 

  社会福祉法人 京都総合福祉協会  

 

６ 契約金額（税込み） 

  ６７，４３６，８５９円 

 

７ 契約内容 

  京都市発達障害者支援センターの運営及び使用料の徴収事務 

 

８ 随意契約の理由 

  契約内容が，発達障害者に対して療育，相談や就労支援等の総合的な支援を行う本市の拠点施設で

ある京都市発達障害者支援センターの運営委託であるが，発達障害への対応については，特性を理解

するため極めて高い専門性が必要とされることから，契約の性質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 

  委託先については，事業目的を達成できる団体でなければならないが，社会福祉法人京都総合

福祉協会は，発達相談や自閉症外来を備えている京都市児童療育センターの管理受託において実

績を有しているとともに，本市においては同法人以外に自閉症等の特有な発達障害への総合的な

支援を実施できる団体はないことから，引き続き，同法人を委託先として選定するものである。 

   

11 その他 



 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市重度障害者在宅就労促進事業（バーチャル工房支援事業）委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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塩小路下る東塩小路町９０１番地ＪＲ京都駅ビル９階 
特定非営利活動法人京都ほっとはあとセンター 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，９９４，０００円 

 

７ 契約内容 

  在宅の障害者に対して，情報機器やインターネットを活用し，在宅等で就労するための訓練等の

支援を行うことにより，在宅の障害者の就労の促進を図る。 

 

８ 随意契約の理由 

契約内容が障害者の各障害特性等を考慮した在宅就労の促進を図る事業であり，専門性，実績を

要するものであることから，実施できる事業者が限定され，契約の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 

当該事業については，障害者の各障害特性等を考慮したうえで，在宅就労等に必要な情報処理技

術の教育・支援や，企業から発注した実際の作業を教材とした訓練指導，仕事の進め方，作業環境・

機器等及び職業生活の維持に関する相談・援助を行うものであり，また関係施設・機関と密接に連

携を図る必要がある。こうした条件を満たすことができる委託先は特定非営利活動法人京都ほっと

はあとセンターのみであることから，同法人を委託先として選定するものである。 

 

11 その他 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市中途失明者生活指導員派遣事業委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市北区紫野花ノ坊町１１番地 

公益社団法人 京都府視覚障害者協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

３４，７２２，３４６円 

 

７ 契約内容 

中途失明者生活指導員の派遣 

 

８ 随意契約の理由 

本事業は，疾病，事故等により中途失明した者に対して指導員を派遣し，心理的更生指導，感覚

指導，生活指導等を行うものであり，委託内容が視覚障害に関する高度の専門性を要するものであ

ることから契約の性質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 

社団法人京都府視覚障害者協会は，京都府下及び市内において視覚に障害のある者を総括的に組

織し，視覚に障害のある者の社会参加の促進を目的として活動している団体であることから，本事

業の対象者を把握することが可能であるとともに，事業の実施に必要な視覚障害に関する専門的知

識を持つスタッフを有しており，同様の団体は市内において他になく，本事業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 

京都市障害者社会参加推進センター運営事業委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区壬生坊城町１９番地の４ 京都市みぶ身体障害者福祉会館内 

公益社団法人 京都市身体障害者団体連合会 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，２６１，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市障害者社会参加推進センターの運営 

 

８ 随意契約の理由 

契約内容が社会参加の推進に関する事業の実施，調査研究等を委託するというものであり，障害

保健福祉に関する専門知識等が必要であることから，委託先が特定の1者に限られるため。 

 

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 

公益社団法人京都市身体障害者団体連合会は，京都市内に居住する身体障害者で構成する団体の

組織活動を推進し，京都市域における身体障害者の福祉の増進，社会への完全参加と平等の達成を

図ることを目的として活動しており，昨年度までの事業実績及び事業の実施に必要なスタッフを有

している京都市内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 

京都市手話通訳者・奉仕員派遣事業委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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東中合町２番地 

社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２２，９００，０００円 

 

７ 契約内容 

手話通訳者・奉仕員の派遣 

 

８ 随意契約の理由 

本事業の契約内容は，手話通訳者・奉仕員派遣という専門性を要するものであり，聴覚障害者及

び手話通訳に関する専門的知識等が必要であることから，委託先が特定の１者に限られるため。 

 

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 

社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会は，手話通訳者・奉仕員の派遣について，事業の実施

に必要なスタッフを有し，本事業を組織的に実施することの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 

京都市要約筆記者派遣事業委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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東中合町２番地  

社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，３５０，０００円 

 

７ 契約内容 

要約筆記者の派遣 

 

８ 随意契約の理由 

本事業の契約内容は，要約筆記者の派遣であり，難聴者・中途失聴者のコミュニケーション支援

等に関する専門的知識等が必要であることから，委託先が特定の１者に限られるため。 

  

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 

社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会は，中途失聴者や難聴者の障害に対する理解があって

事業の実施に必要なスタッフを有しており，要約筆記者の派遣を組織的に行うことのできる京都市

内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 

  はあと・フレンズ・プロジェクト推進事業委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市南区東九条殿田町７０ 

  京都府高齢・障害者雇用支援協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，７１２，０００円 

 

７ 契約内容 

  障害福祉施設に限らず広く障害のある人が様々なかたちで関わった製品を「はあと・フレンズ」

としてブランド化し，その振興を図ることによる福祉的就労の底上げを図る。また，障害のある人

の多様な働き方を広く支援していくために，製品の開発・生産・販売の新しい事業モデルづくりを，

企業，大学，市民等と連携して行うことでプロジェクトを推進し，製品開発や販路拡大における企

業との連携機会を創出するとともに，障害者理解を促進し，将来の雇用機会の創出を図る。 

 
８ 随意契約の理由 

本事業の根幹である情報発信，企業等との連携機会の創出，販路拡大について効果的に事業展開

できる団体は他にないため 

 

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 

はあと・フレンズ・プロジェクト推進事業は，従来からの「ほっとはあと（授産）製品」の枠に

とらわれずに，広く障害のある人が様々なかたちで関わった製品の普及拡大を行うものである。 

 そのため，企業連携等の手法を販路拡大や品質向上のために導入し，その連携企業等を応援団と

位置付け，応援の輪を広げることにより，障害のある人たちに対する社会の理解促進と，障害のあ

る人たちの自立を支え社会参加を推進する環境づくりを進めていくこととしている。 

 京都府高齢・障害者雇用支援協会は，障害者雇用に関心のある会員企業で構成されている稀有な

団体であり，本事業の根幹である情報発信，企業等との連携機会の創出，販路拡大について当該団

体以上に効果的に事業展開できる団体は他にないことから，京都府高齢・障害者雇用支援協会に事

業委託をするものである。 

 



11 その他 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市身体障害者相談事業委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区壬生坊城町１９番地の４ 京都市みぶ身体障害者福祉会館内 

公益社団法人 京都市身体障害者団体連合会 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，７８８，５７１円 

 

７ 契約内容 

京都市障害者相談事業（結婚相談，福祉機器相談，住環境整備総合支援相談，法律相談） 

 

８ 随意契約の理由 

  契約内容が社会参加の推進に関する事業の実施，調査研究等を委託するというものであり，障害 

 保健福祉に関する専門知識等が必要であることから，委託先が特定の１者に限られるため。 

 

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 

  公益社団法人京都市身体障害者団体連合会は，京都市内に居住する身体障害者で構成する団体の 

 組織活動を推進し，京都市域における身体障害者の福祉の増進，社会への完全参加と平等の達成を 

 図ることを目的として活動しており，昨年度までの事業実績及び事業の実施に必要なスタッフを有 

 している京都市内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 

京都市障害のある中高生のタイムケア事業委託（（福）西陣会） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区元誓願寺通千本東入元四丁目４３０番地２ 

社会福祉法人 西陣会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２５，０２２，９６０円 

 

７ 契約内容 

 実施場所において，利用者の障害等特性に適した余暇活動及び社会に適応するための日常的な訓

練の提供や，支援学校から実施場所まで，及び実施場所から利用者の自宅付近の拠点までの送迎等

を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

事業内容が，支援学校に通学する中学生及び高校生のうち，常時の見守りや介助を必要とする障

害児に対し，放課後等において，社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを基本とすると

ともに，事業の実施に際しては，地域に開かれた小学校で実施し，学校及び地域の関係機関との密

接な関係を築くことにより障害児の健全育成と地域福祉の向上を目指すこととしている。よって，

契約内容が専門性及び継続性を要するものであり，契約の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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本事業の実施には，心身障害児の特性に応じた社会に適応するための日常的な訓練と地域住民等

との交流活動を行うことにより，障害児を健全に育成するとともに地域福祉の向上を視野に入れた

運営を行う必要があることから，障害特性，障害福祉施策等に関する知識及び療育に関する専門的

技術を備えているスタッフを要する。 

 社会福祉法人 西陣会は，地域における障害児の健全育成に対して深い理解をもっていることと，

これまで児童館事業を運営するうえで，積極的に障害児を受入れており，その施設機能を 大限に

活用することが可能であること，また，本事業の実施に必要なスタッフを有しており，北総合支援

学校区内で唯一，上記要件を満たしていると判断されるため。 

 



11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市障害のある中高生のタイムケア事業委託（（ＮＰＯ）明日堂） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市伏見区深草大亀谷東御香町２５番地５ 

特定非営利活動法人 明日堂 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，１４１，０４０円 

 

７ 契約内容 

 実施場所において，利用者の障害等特性に適した余暇活動及び社会に適応するための日常的な訓

練の提供や，支援学校から実施場所まで，及び実施場所から利用者の自宅付近の拠点までの送迎等

を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

事業内容が，支援学校に通学する中学生及び高校生のうち，常時の見守りや介助を必要とする障

害児に対し，放課後等において，社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを基本とすると

ともに，事業の実施に際しては，地域に開かれた小学校で実施し，学校及び地域の関係機関との密

接な関係を築くことにより障害児の健全育成と地域福祉の向上を目指すこととしている。よって，

契約内容が専門性及び継続性を要するものであり，契約の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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本事業の実施には，心身障害児の特性に応じた社会に適応するための日常的な訓練と地域住民等

との交流活動を行うことにより，障害児を健全に育成するとともに地域福祉の向上を視野に入れた

運営を行う必要があることから，障害特性，障害福祉施策等に関する知識及び療育に関する専門的

技術を備えているスタッフを要する。 

 特定非営利活動法人明日堂は，地域における障害者（児）の自立と社会活動への参加を促進する

事業を行い，もって障害保健福祉の向上に寄与することを目的に活動している団体であり，また，

本事業の実施に必要なスタッフを有しており，東総合支援学校区内で唯一，上記要件を満たしてい

ると判断されるため。 

 



11 その他 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市障害のある中高生のタイムケア事業委託（（福）カトリック京都司教区カリタス会） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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下丸屋町４２３番地  

社会福祉法人 カトリック京都司教区カリタス会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，１４１，０４０円 

 

７ 契約内容 

 実施場所において，利用者の障害等特性に適した余暇活動及び社会に適応するための日常的な訓

練の提供や，支援学校から実施場所まで，及び実施場所から利用者の自宅付近の拠点までの送迎等

を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

事業内容が，支援学校に通学する中学生及び高校生のうち，常時の見守りや介助を必要とする障

害児に対し，放課後等において，社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを基本とすると

ともに，事業の実施に際しては，地域に開かれた小学校で実施し，学校及び地域の関係機関との密

接な関係を築くことにより障害児の健全育成と地域福祉の向上を目指すこととしている。よって，

契約内容が専門性及び継続性を要するものであり，契約の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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本事業の実施には，心身障害児の特性に応じた社会に適応するための日常的な訓練と地域住民等

との交流活動を行うことにより，障害児を健全に育成するとともに地域福祉の向上を視野に入れた

運営を行う必要があることから，障害特性，障害福祉施策等に関する知識及び療育に関する専門的

技術を備えているスタッフを要する。 

 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会は，地域における障害児の健全育成に対して深い

理解をもっていることと，これまで児童館事業を運営するうえで，積極的に障害児を受入れており，

その施設機能を 大限に活用することが可能であること，また，本事業の実施に必要なスタッフを

有しており，呉竹総合支援学校区内で唯一，上記要件を満たしていると判断されるため。 

 

11 その他 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市障害のある中高生のタイムケア事業委託（（福）京都基督教福祉会） 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市西京区樫原百々ヶ池３番地 

社会福祉法人 京都基督教福祉会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，１４１，０４０円 

 

７ 契約内容 

 実施場所において，利用者の障害等特性に適した余暇活動及び社会に適応するための日常的な訓

練の提供や，支援学校から実施場所まで，及び実施場所から利用者の自宅付近の拠点までの送迎等

を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

事業内容が，支援学校に通学する中学生及び高校生のうち，常時の見守りや介助を必要とする障

害児に対し，放課後等において，社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを基本とすると

ともに，事業の実施に際しては，地域に開かれた小学校で実施し，学校及び地域の関係機関との密

接な関係を築くことにより障害児の健全育成と地域福祉の向上を目指すこととしている。よって，

契約内容が専門性及び継続性を要するものであり，契約の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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本事業の実施には，心身障害児の特性に応じた社会に適応するための日常的な訓練と地域住民等

との交流活動を行うことにより，障害児を健全に育成するとともに地域福祉の向上を視野に入れた

運営を行う必要があることから，障害特性，障害福祉施策等に関する知識及び療育に関する専門的

技術を備えているスタッフを要する。 

 社会福祉法人 京都基督教福祉会は，地域における障害児の健全育成に対して深い理解をもってい

ることと，児童発達支援センターを運営しており，そのノウハウを 大限に活用することが可能で

あること，また，本事業の実施に必要なスタッフを有しており，西総合支援学校区内で唯一，上記

要件を満たしていると判断されるため。 

 



11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

障害福祉サービス費等報酬改定に伴う電算改修委託 

 

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２７年４月２０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月２０日から平成２７年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

平成２７年度障害福祉サービス費等報酬改定に伴う電算改修コンソーシアム 
京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

代表者 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２０，０３７，７５８円 

 

７ 契約内容 

平成２７年度障害福祉サービス費等報酬改定に対応するシステム改修 

 

８ 随意契約の理由 

今回の法施行に伴うシステム改修において，障害福祉サービスの変更に伴う支給決定及び報

酬請求の変更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，画面及び帳票等）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，システム改修に

係る仕様について国からの提示が遅れており，開発期間が極めて短期間となることから，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 

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「平成２７年度障害福祉サー

ビス費等報酬改定に伴う電算改修コンソーシアム」を契約の相手方とする。 
 

11 その他 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

精神科救急情報センターの運営に係る業務委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区猪熊通丸太町下る仲ノ町５１９番地 

一般社団法人 京都精神保健福祉協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，６５４，０００円 

 

７ 契約内容 

精神科救急情報センターの運営に係る業務について下記の各号に掲げる業務を委託する。 

（１）精神科救急医療に係る電話相談 

（２）精神科救急医療を提供する病院の紹介及び調整 

（３）医療機関，関係機関との連絡調整 

（４）その他，精神科救急情報センターに関連する業務 

 

８ 随意契約の理由 

精神科救急情報センターは，緊急に精神科医療を必要とする精神障害者からの相談を受

け，救急医療施設等の関係機関と連携調整を行うなど，精神科救急医療の提供の窓口とな

ることを主な業務とするが，その業務の性質上，迅速かつ適切な業務遂行が求められるた

め，精神障害者に対する深い知識と理解及び関係機関との密接な連携が必要不可欠となる

ので，競争入札には適さないと判断し，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 

委託先として選定予定の京都精神保健福祉協会は，精神保健福祉に関する啓発活動，精

神保健福祉関係者の知識の向上，関係諸関・諸団体との連携を主な活動目的とし事業を展

開しているため，精神障害者に対する相当な知識と理解及び関係機関との協力体制を備え

兼ねているので，迅速かつ適切な業務遂行が確保できる。 

 

11 その他 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

ほほえみ広場事業委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区壬生坊城町１９番地の４ 京都市みぶ身体障害者福祉会館内 

公益社団法人 京都市身体障害者団体連合会 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，０２０，０００円 

 

７ 契約内容 

障害のある市民の社会参加及び市民交流を推進するための催しである「ほほえみ広場」の実

施 

 

８ 随意契約の理由 

 契約内容が様々な障害特性に配慮した事業の実施であり，専門性が高く，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 

公益社団法人京都市身体障害者団体連合会は，京都市内に居住する身体障害者で構成する団体の

組織活動を推進し，京都市域における身体障害者の福祉の増進，社会への完全参加と平等の達成を

図ることを目的として活動しており，昨年度までの同事業の事業実績及び事業の実施に必要なスタ

ッフを有している京都市内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 

第１５回全国障害者スポーツ大会派遣事業委託 

 

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２７年５月１４日 

 

４ 履行期間 

平成２７年５月１４日から平成２８年１月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区高野玉岡町５番地 京都市障害者スポーツセンター内 

京都障害者スポーツ振興会 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，０９９，０００円 

 

７ 契約内容 

全国障害者スポーツ大会への京都市選手団の派遣 

 

８ 随意契約の理由 

委託内容が障害者スポーツ大会に出場する選手の選考や強化練習等という専門性，ノウハウやこ

れまでからの蓄積されたデータを要するものであるということから契約の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 

京都府内において，この委託内容を履行できる団体は，京都における障害者スポーツの核として

活動を続けており，必要なスタッフと長年の実績を有している京都障害者スポーツ振興会以外にな

いため。 

 

11 その他 

 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

日本電気株式会社製端末その他付属機器レンタル 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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 

代表者 株式会社ＪＥＣＣ 
 

６ 契約金額（税込み） 

８，４２３，８６８円 

 

７ 契約内容 

障害福祉オンラインシステムで利用するパソコン，プリンタ等端末に係る賃貸借（保守含む） 

 

８ 随意契約の理由 

障害福祉オンラインシステムの安定稼働を確保し，機器故障時における機器交換を含めた即時対

応を行うには，これら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を包括した賃

貸借が必要であり，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，日本電子計算機株式会社を代表者とする日本

電気株式会社製端末その他付属機器賃貸借業務コンソーシアムのみであるため 

 

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 

障害福祉オンラインシステムの安定稼働を確保し，また，機器の障害時には機器交換を含めた即

時の対応を行うためには，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

等を包括した賃貸借が必要とされるところ，契約内容が高い専門性をもった知識や技術を要するこ

とから，競争入札に適さないため 
 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市障害者職場定着支援等推進センター事業委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区下鴨北野々神町２６番地 北山ふれあいセンター内 

社会福祉法人 京都総合福祉協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，２００，０００円 

 

７ 契約内容 

（１）就労及び就労に関する生活面での相談及び指導・助言 
（２）就労者に関する雇用管理に係る助言や就労者と企業等との調整及び問題の早期解決 
（３）市内の障害者就労支援事業所，総合支援学校等が行う就労支援・定着支援に対する適切なサポー

ト 
（４）就労モチベーションを長期にわたり維持・向上させるための環境づくり 

（５）長期的な定着状況の把握・分析と各種就労支援関係会議への情報提供 
（６）その他事業目的を推進するために必要な事項 

 

８ 随意契約の理由 

京都市域における障害のある人の長期就労をサポートする推進センターについては，“京都障害者

就業・生活支援センター”と一体的連携を行うことにより，仲間づくり支援の実施や同支援センタ

ー登録者の長期就労の状況を調査するなどにより，京都市域における長期就労環境を構築しようと

するものである。よって，推進センターの運営に当たっては，定着支援業務の実績を有し，障害の

ある人の就業に関わる生活支援や就労支援のノウハウをもつ団体と契約する必要があり，契約の性

質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 

定着支援業務の実績を有し，障害のある人の就業に関わる生活支援や就労支援のノウハウをもち，

“京都障害者就業・生活支援センター”と一体的に運営することができる唯一の団体である“社会

福祉法人京都総合福祉協会”に事業委託をする。 

 

11 その他 



 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 
  京都市障害支援区分認定業務委託 
 
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２７年４月１日 
 
４ 履行期間 
  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 
 
５ 契約の相手方の住所及び商号等 
  兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地 
  株式会社 日本ビジネスデータープロセシングセンター 
 
６ 契約金額（税込み） 
  ３１，３１７，８４０円 
 
７ 契約内容 
  ・障害支援区分認定のための認定調査結果の入力 
  ・障害者総合支援法に基づく医師意見書作成料の振込みデータ作成    
  ・障害支援区分判定等審査会委員報酬の振込みデータ作成 
  ・障害支援区分判定等審査会資料の作成 
  ・障害支援区分判定等審査会委員との連絡調整 
  ・障害支援区分判定等審査会の運営補助 
  ・湯茶接遇の補助 
 
８ 随意契約の理由 
  本契約に関しては，平成２６年２月１８日に参加希望型指名競争入札により，株式会社ジャパン 
 クリエイトが落札したが，当該案件の仕様書における契約条件を満たさないことが落札後発覚した 
 ために契約が不締結となったことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第９号の規定によ 
 り，随意契約を行ったもの。 
 
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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第９号 
 
10 契約の相手方の選定理由 
  地方自治法施行令第１６７条の２第３項に規定する当該案件に係る入札業者であり，仕様書（契 
 約条件）の条件を満たしていること，及び当初落札価格の制限内で契約が可能であったため。 
 
11 その他 
 
 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  発達障害児等療育教室事業 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市西京区樫原百々ケ池３ 

  社会福祉法人 京都基督教福祉会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２３，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

  保育園や幼稚園に在籍する心身障害児を対象に，施設の機能を生かした療育訓練（総合療育事業）

を行う。 
 ※ 総合療育事業の内容 
  ・ 対象児に対する心理療法，言語治療及び聴能訓練並びに生活指導等の側面からの専門的な援

助の実施 
  ・ 対象児の保護者及び保育者に対する助言及び指導 
  ・ 関係機関及び施設に対する研修 
  ・ 心身障害児の療育に関する研究 
 
８ 随意契約の理由 

契約内容が心身障害児に対する療育訓練であり，高度の専門性と継続性を必要とするものであっ

て，契約の性質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。 

 

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 

当該法人は，京都市内において児童発達支援センター「洛西愛育園」や在宅心身障害児療育支援

事業を行うなど本市における障害児療育に貢献しているとともに，本事業実施上必要な体制と長年

の経験，実績を有しているため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市地域リハビリテーション推進センター給食調理等業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局地域リハビリテーション推進センター企画課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町５６６－１ 井門明治安田生命ビル７Ｆ 

日清医療食品株式会社 近畿支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

２３，１９８，４００円 

 

７ 契約内容 

京都市地域リハビリテーション推進センター給食調理等業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  当センターの給食は，障害者支援施設入所者に対して一日３食(朝・昼・夕)及び通所者の昼食を

提供している。  

  障害者支援施設利用者については，訓練の一環として自ら食事の配膳・下膳をするため，直接委

託業者職員と関わることが多く，委託業者職員の障害者に対する適切な応対が求められる。  

   これらの能力が優れている業者を選択して，契約相手とするためには，価格以外に業務の実施計

画(人員配置計画，衛生管理方法，職員の研修方法と内容等)を提出させ，給食調理等業務に関して

業者が保有するノウハウ，業務に従事する職員の能力と教育訓練の体制，業務の繁閑に柔軟に対応

する体制等を比較する必要がある。したがって，契約の目的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 

プロポーザル方式により委託業者を募集し，提出された実施計画書，業務マニュアル，見積書，

プレゼンテーションの内容を当センターで定めた評価基準に基づき７名の職員で総合評価を行った



結果，当センターが特に求めていた仕様書の内容を円滑かつ正確に実施するべく計画書の内容，人

員配置，安全衛生管理，業務遂行能力等において，日清医療食品株式会社が適格であるとし，当セ

ンターの給食調理等業務を安心して委託できるものと判断したため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度「京都市自殺総合対策に係る総合相談会」の運営業務 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局こころの健康増進センター相談援助課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区塩小路通烏丸西入ル東塩小路町６１４ 新京都センタービル８Ｆ 

株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズ 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，１００，０００円 

 

７ 契約内容 

（１） 総合相談会の運営，広報等 

（２） 相談員との連絡調整，謝金の支払い等 

（３） 会場の使用申請手続き，料金支払い等 

 

８ 随意契約の理由 

本件委託業務は，契約の相手方の能力や創意性，センス，経験に基づくノウハウ等により，履行

内容又は履行方法に顕著な差異が現れ，予め仕様書等で具体的に契約内容を規定することが困難で

ある。このため，契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するためには，主として価格以外の要

素（履行内容や履行方法，企画提案力など）における競争（プロポーザル）によって契約の相手方

を選定する必要があった。 

 

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 

当該類似業務等の経験を有するとともに，京都にその人的拠点がある広告・イベント企画会社に

よるプロポーザル（企画提案競争）を行うこととし，「くらしとこころの総合相談会募集要項」，「仕

様書」及び「同評価シート」を提示のうえ，事業内容に係る企画提案を求めた。 

障害保健福祉推進室とこころの健康増進センター共同で評価委員会を設立し，各社の企画提案を



受けて「評価シート」に基づく審査を行い，上記の事業者を選定した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度自立支援医療（精神通院）及び精神障害者保健福祉手帳事務に係る労働者派遣業務 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局こころの健康増進センター相談援助課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

神戸市中央区伊藤町１１９番地 

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）１１，８７２，００８円 

 

７ 契約内容 

  自立支援医療（精神通院）受給者証及び精神障害者保健福祉手帳の交付に係る事務及びこれに付

随する業務を行う労働者の派遣業務 

 

８ 随意契約の理由 

本件業務は，大量の個人情報を取り扱うことから，個人情報保護や法令遵守に対する高い意識が

求められるとともに，制度の仕組みに習熟したうえでの迅速かつ正確な事務処理が求められる。こ

のため，契約の相手方の能力や創意工夫，経験に基づくノウハウ等により，履行内容に顕著な差異

が現れることから，契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するためには，価格のみで業者を選

定する競争入札は適さないため，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を実施し，選定委員会において，企画提案書等の提出書類及びヒアリングに

基づき選定した結果，上記の事業者を契約先として選定した。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度給食調理業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局若杉学園 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市阿倍野区阪南町５丁目３番５号 

株式会社ニチダン 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，９０２，２００円 

 

７ 契約内容 

京都市若杉学園における給食調理業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当園の給食は，施設利用者に対して昼食を提供している。利用者の障害の状況により特別食や刻

み食等の提供をする等，きめ細やかな対応が求められる。おいしく，安全な食事の提供だけでなく，

利用者が委託業者（調理師）と関わることも多いため，委託業者職員の適切な対応が求められる。

これらの能力が優れている業者を選択して，契約相手とするためには，価格以外に業務のノウハウ，

業務に従事する職員の能力と教育訓練の体制等を比較する必要がある。したがって，契約の目的が

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 

プロポーザル方式により委託業者を募集し，提出された実施計画書，業務マニュアル，見積書， 

プレゼンテーションの内容を当園で定めた評価基準に基づき8名の職員で総合評価を行った結果，株

式会社ニチダンが適格であるとし，当園の給食調理業務を安心して委託できると判断したため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度通園バス及びワゴン車運行業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局若杉学園 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区上鳥羽北花名町１－１ 

エムケイ観光バス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，５０８，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市若杉学園における通園バス及びワゴン車運行業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当学園の通園バス及びワゴン車運行業務については，行財政局契約課に契約依頼していたが，入

札者がなかったため「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に基づき価格交渉の結果

による。 

 当学園が受託業者に対し，仕様書において求めている下記の事項について要件を満たしている。 

①運行・維持管理の対象としている当学園の大型バス，ワゴン車ともに２０年以上使用している古

い車両であり，部品や消耗品を確保するための購入ルートを有するとともに，車両の法定点検を実

施する資格を有し，かつ運行資格を有する乗務員を常に擁している。 

②運転手の条件として，当学園車両の利用者の心身の状況を十分理解し，常に利用者と円滑なコミ

ュニケーションを図りながら，必要な場合は利用者の介助等に協力できる。 

③通園バスについて，月１回の車内消毒や利用者の失禁等の処理を受託者が実施する。 

④学園所有のバスが運行不能な際に，受託者が同等の代替車両を受託者の経費負担にて用意できる

とともに，緊急対応に備えて，代替車両を当学園から直線距離で２㎞以内に配置できる。 

⑤大型バスの運行において，平成２２年度から平成２５年度において国若しくは地方公共団体から

の受託実績があること。 

⑥平成２２年度から平成２５年度において障害者施設で利用者の介助若しくは介護を伴う送迎を１

年以上継続して受託した実績があること。 

 また，エムケイ観光バス株式会社は平成１６年から平成２６年まで１１年間にわたり，当学園の



バス・ワゴン車の運行・維持管理に携わっており，上記の条件を満たすとともに，受託当初から同

じ運転手が業務を担当するなど，当学園の利用者との関係も良好であること，入札期日の錯誤によ

り，入札できなかったが，受託に強い意欲を持っていること。 

 

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１０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 

平成２７年度京都市ホームレス居宅生活移行支援事業の委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区上鳥羽高畠町６９番地 

財団法人 ソーシャルサービス協会ワークセンター 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，２００，０００円 

 

７ 契約内容 

社会福祉法第２条第３項第８号に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊

所を利用させる事業を行う施設（以下「無料低額宿泊所」という。）のうち，京都市ホームレス

居宅生活移行支援事業実施要綱に定める施設に入所している元ホームレスに対し，居宅生活移

行支援員が，入所者毎に支援計画を作成し，支援計画の達成状況の検証を実施する等を通じ，

入所者への生活指導，就労支援及び居宅生活移行支援を行うことで，自立した生活に繋げてい

く事業を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

本事業については，定員１０名以上の無料低額宿泊所を運営する事業者（社会福祉法人，公

益法人又はNPO法人に限る。）に対し，人件費を委託により補助する事業であり，本市において，

同種の事業を実施している法人は当法人以外には存在しないため。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市ホームレス医療福祉訪問相談事業（簡易旅館）の委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区上鳥羽高畠町６９番地 

財団法人 ソーシャルサービス協会ワークセンター 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，２５６，０００円 

 

７ 契約内容 

  ホームレスのうち本市が緊急一時宿泊事業として借り上げた簡易旅館に入所した者を対象に，

訪問相談等による相談活動を行い，これらの人が抱える問題を把握し，必要な援助が受けられ

るようにすることにより，人として尊厳を持った生活が送れるよう支援する事業を委託する。 
 

 

８ 随意契約の理由 

本事業については，ホームレス支援に関する専門的な知識と経験が必要であることに加え，

ホームレスに対する支援を行っている団体のうち，施設に入所している６０名以上のホームレ

スを対象とした相談業務を行う人員を確保し，本事業を受託することが可能な団体は当法人以

外に存在しないため，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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市ホームレス医療福祉訪問相談事業の委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区東九条上御霊町６４番地１ アンビシャス梅垣ビル１階 

特定非営利活動法人 ゆい 

 

６ 契約金額（税込み） 

１３，７００，０００円 

 

７ 契約内容 

ホームレス等及び居宅確保後の元ホームレスに対し，訪問相談等による相談活動を行い，こ

れらの人が抱える問題を把握し，必要な援助が受けられるようにすることにより，人として尊

厳を持った生活が送れるよう支援することを目的とする事業を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

   本事業は，ホームレス等の支援に関する専門的な知識と経験が必要であるとともに，ホームレス等への

継続した支援に基づく信頼関係のもとに実施できるものである。本市において，同種事業を地域の理解と

協力を得ながら市全域において実施し，かつ，実際に路上に起居しているホームレスや居宅生活等に移

行した者と密接に関係があり，信頼関係が構築されている団体は，委託先として選定している団体のみで

あることから，競争入札に適さないと判断されるため，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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市ホームレス衛生改善事業の委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区上鳥羽高畠町６９番地 

財団法人 ソーシャルサービス協会ワークセンター 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，８８０，０００円 

 

７ 契約内容 

ホームレスの衛生状態の改善を図るために入浴及び洗濯等の必要なサービスを提供するととも

に，健康相談及び生活相談等の各種相談活動を行うことで，ホームレスの自立に必要な支援を行な

うことを目的とする事業を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，ホームレス等に対し，健康相談及び生活相談等の各種相談活動を行うとともに，衛生

状態に関する相談活動を行うことで自立に向けた必要な支援を行うことを目的としている。このた

めには，日ごろからホームレスの当事者と関わりを持つことで一定の信頼関係を構築しており，か

つ，衛生状態の改善に必要な設備が提供できることが求められる。こうした団体は，本市において

委託先の団体のみであることから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市中央保護所通所事業の委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都大田区仲六郷４丁目２番１２号 

 社会福祉法人 有隣協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，９１５，６００円 

 

７ 契約内容 

  本事業は，原則として京都市中央保護所（以下「保護所」という。）の退所者を，保護所に通

所させて指導訓練等を実施し，又は職員が居宅へ訪問して生活指導等を実施することにより，

居宅で継続して自立生活が送れるよう支援することを目的とする事業を委託する。 
 

８ 随意契約の理由 

本事業は，保護所の退所者に対し，居宅で継続して自立生活が送れるよう保護所に通所させる等

により生活指導を実施するものであり，本事業の実施が可能な施設は保護所しかなく，実施可能な

法人も保護所の指定管理者である社会福祉法人有隣協会しか存在しないことから，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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市ホームレス緊急一時宿泊事業に係る宿泊施設の賃貸借契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区東洞院通塩小路上る東塩小路町５５６番地 

有限会社 カリヤス 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）８９，０７０，０００円 

 

７ 契約内容 

ホームレスに対して緊急一時的な宿泊場所を提供するとともに，併せて自立するために必要な支

援を提供する。 

 

８ 随意契約の理由 

簡易旅館の借上げに当たっては，来所するホームレスに対応するため，日々入所人数の変動に対

応する必要がある。また，借り上げる簡易旅館については，ホームレスに対する積極的な支援を行

う必要があることから，本市においてホームレス支援を中心に担当している下京福祉事務所に近い

場所に位置する必要がある。これらの条件を満たしたうえで，本契約先は部屋の利用数に関わらず，

宿泊者数に応じて宿泊料を支払うことを了解しており，支払いに関して本市に有利な契約を締結で

きる。このような契約を締結できる簡易旅館は本契約先以外には存在しないため。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市ホームレス能力活用推進事業の委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区上鳥羽高畠町６９番地 

財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，５１７，０００円 

 

７ 契約内容 

就労意欲がありながら，離職期間の長期化等により，一般的な求職活動による就労が困難と思わ

れる京都市自立支援センターの入所者等を対象として，職業訓練的な職の開拓や情報収集を行い，

これらの者に提供するとともに，企業等を対象とする説明会等を実施し，ホームレスに関する理解

の促進と就業機会の確保を図ることにより，ホームレスの就労による自立を支援することを目的と

する事業を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

本事業は，ホームレス自立支援センター入所者，緊急一時宿泊施設宿泊者等（以下「対象者」と

いう。）に対して職業訓練的な職の開拓や情報提供を行う事業であり，対象者の生活状況や課題を的

確に把握し，就労による自立に向けた効果的な支援を実施できるのは，自立支援センターの運営及

び緊急一時宿泊施設における訪問相談事業を実施している当該法人のほかには存在しないため。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市ホームレス自立支援センター事業の委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区上鳥羽高畠町６９番地 

財団法人 ソーシャルサービス協会ワークセンター 

 

６ 契約金額（税込み） 

３５，８１２，０００円 

 

７ 契約内容 

就労による意欲と能力があり，かつ，心身の状態が就労を行うに当たって支障がないと認め

られるホームレス等に対して，求職活動の拠点となる宿泊場所の提供を行うとともに，就労に

関する相談を中心とした社会生活定着に向けての各種相談や指導・援助を行い，ホームレス状

態からの完全脱却を図る事業を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

本事業については，ホームレスの支援に関する専門的な知識と経験が必要であるが，心身の

状態が就労を行うに当たって支障がないと認められるホームレス等に対して，求職活動の拠点

となる宿泊場所の提供を行うとともに，就労に関する相談を中心とした社会生活定着に向けて

の各種相談や指導・援助を行う事業を地域の理解と協力を得ながら運営実施している法人は，

本市では，委託先として選定している法人のみであり，他に事業運営可能な法人がないため。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度老人医療費支給制度の改正に係るシステム改修（平成２７年度作業分） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２７年１２月２５日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

老人医療システム 平成２７年度制度改正対応（平成２７年度作業分）コンソーシアム 

  京都市下京区四条通烏丸御池東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

コンソーシアムの代表者 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

３０，４２４，４４２円 

 

７ 契約内容 

老人医療費支給制度に係るシステムにおいて，平成２７年４月以降の医療費における一部負

担金の割合を２割（一定以上所得者は３割のまま）とし，７０歳到達者は制度の対象外とすべ

く，必要箇所を改修する。具体的には，平成２７年４月以降に出力する帳票や画面表示を２割

に変更し，７０歳に到達した者については，従来どおり「資格取得」，「資格異動」，「償還払い」

のオンライン入力及び管理，証発行ができないよう改修すること，医療費データの取り込み，

端末に表示させることを主な改修内容とする。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

既存の福祉医療システムは，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。 

したがって，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，日本電気株式会社は，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，日本電気株式会社だけが有しているため，同社が代表幹事を務めるコンソ



ーシアムを契約相手方とするものである。 

  また，NECシステムテクノロジー株式会社については，日本電気株式会社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，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，

日本電気株式会社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株式会社が保

証しているため，コンソーシアム構成員と認める。 

 

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 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度子ども医療対象拡大に係るシステム改修 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  子ども医療費支給制度の改正に係るシステム改修コンソーシアム 

  京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

コンソーシアムの代表者 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２９，２１９，０９７円 

 

７ 契約内容 

子ども医療費支給制度に係るシステムについて，小学校６年生までから中学校３年生までの支給

対象拡大に伴う受給者証の一斉交付，レセプトデータ及び過誤データの取込み，償還払い入力を可

能とするエラーチェック内容変更等に対応するため，必要箇所を改修する。 

 

８ 随意契約の理由 

既存の福祉医療システムは，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。 

したがって，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，日本電気株式会社は，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，日本電気株式会社だけが有しているため，同社が代表幹事を務めるコンソ

ーシアムを契約相手方とするものである。 

  また，NECシステムテクノロジー株式会社については，日本電気株式会社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，日本電気株式会社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株式

会社が保証しているため，コンソーシアム構成員と認める。 

 

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 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度児童手当，子ども医療，高校進学・修学支援金事業業務委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２５年４月１日 

（変更前）平成２６年４月１日 

（変更後）平成２７年８月１日 

 

４ 履行期間 

平成２５年４月１日から平成２８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堺町東入立売中之町１００番地１ 

株式会社 パソナ パソナ・京都 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （当初） 

 （２５年度）１０３，９５０，０００円 

 （２６年度）１０３，９５０，０００円 

 （２７年度）１０３，９５０，０００円 

  （変更前） 

 （２５年度）１０３，９５０，０００円 

 （２６年度）１０６，９２０，０００円 

 （２７年度）１０６，９２０，０００円 

  （変更後） 

 （２５年度）１０３，９５０，０００円 

 （２６年度）１０６，９２０，０００円 

 （２７年度）１１５，３１７，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市における児童手当，子ども医療，高校進学・修学支援金に係る業務（以下「３業務」とい

う。）を一箇所に集約するとともに，業務効率化と市民サービスの向上を目的として，３業務を委託

する。 

平成２７年９月からの子ども医療費支給制度の拡充に伴い，子ども医療費支給業務に追加業務が

発生するため平成２７年８月１日より契約変更を行う。 

 

 



８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

委託する３業務は高度な知識を要するものであり，更に個人情報を取り扱うことから，極めて強

い守秘義務が要求される。以上のことから，競争入札には適さないため，地方自治法施行令第１６

７条の２第１項第２号の規定を適用する。 

 

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 

平成２５年１月２１日に開催した受託予定者選定委員会※において，提案者に対するヒアリング

を実施し，あらかじめ定めた評価項目に基づき提案内容を評価した結果，株式会社パソナが高い評

価を得たことから委託契約先として選定した。 

※委託契約先選定のため，保健福祉局職員３名，区役所職員１名，外部委員１名で組織した委員会 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

障害者医療分及び子ども医療分オンライン端末・付属機器賃借業務 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

障害者医療分及び子ども医療分オンライン端末・附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） 

５，７７６，９２０円 

 

７ 契約内容 

伏見区，深草支所，醍醐支所，洛西支所の各区役所・支所福祉部福祉介護課及び京都市地域

福祉課・児童家庭課合同分室に設置する端末１５台及びその他付属機器に係る賃貸借 

 

８ 随意契約の理由 

賃貸借契約の対象となる端末その他付属機器は，既存の機器設備及びオンラインシステムの

一部として稼動させるものであり，必要なソフトウェア，機器の把握及び設置には既存のシス

テムについての十分な知識及び技術が必要となる。また，機器障害発生時の責任区分を明確に

するためにも，既存の機器設備及びオンラインシステムを保守している業者と契約する必要が

ある。従って，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 

福祉業務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

包含したレンタル契約を締結する必要があるため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 
１ 件名 

京都市臨時福祉給付金申請支給支援業務委託 

 
２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 
３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 
４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 
５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市臨時福祉給付金申請支給支援業務コンソーシアム 

 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

（コンソーシアム代表者） 日本電気株式会社 京都支社 

 
６ 契約金額（税込み） 

  ３４１，０６４，０００円 
 
７ 契約内容 

臨時福祉給付金について，支給のためのシステム開発及び運用をはじめ，申請書の発送等の事務

処理，問合せ等に係る電話・窓口応対等，支給に係る業務を実施するもの 

 
８ 随意契約の理由 

  平成２７年度の臨時福祉給付金支給事業において，大量の対象者についてできるだけ早く，

正確かつ効率的に支給事務を進めるため，また，市民からの問合せに対して平成２６年度の支

給情報を踏まえた案内を適切に行い，平成２６年度の支給事務における情報を参照して申請手

続等について簡素化し，記載不備の発生抑制を図るためには，平成２６年度の支給に関する情

報を適宜利用する必要がある。 
  平成２６年度の支給に関する情報は，平成２６年度における当該委託契約において構築した

システムにおいて管理し，個人情報保護のために拠点間の通信は特定の専用線で行うほか，記

録装置に収録される個人情報は暗号化や特殊な技術での保護を講じて管理しているため，この

情報は同システムにおいてのみ参照・データ検索等の利用が可能であることから，同システム

を平成２６年度に引き続いて使用することが欠かせないが，当該システムは技術的及び著作権

上の理由から平成２６年度の委託契約の相手方以外の者から調達することができず，平成２７

年度に向けたシステム改修ができる者が平成２６年度の委託契約の相手方に限られる。 
  また，臨時福祉給付金支給事業においては，システムの構築及び運営は委託業務全体の一部

に過ぎず，臨時福祉給付金の支給事業において必要となる申請書の印刷，発送やコールセンタ

ーの運営，申請書等の審査事務など，システム構築及び運営以外の各業務についても総合的に

運営されるよう，一括して委託しており，同じシステムを使用して各業務間で密接な連携を行



うことによってはじめて総合的に管理されるものであることから，システムの調達のみを切り

分けて行うことはできず，平成２６年度における調達と同様に一括して委託契約を行う必要が

ある。 
  以上のことから，本件業務は，平成２６年度の当該事業に係る委託契約の相手方である日本

電気株式会社を代表とするコンソーシアム以外の者から調達を行えないことから，これを契約

の相手方とし，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 

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 

臨時福祉給付金の支給事務に係るＡＣＯＳシステム改修及び情報処理業務委託 

 
２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 
３ 契約締結日 

平成２７年６月２４日 

 
４ 履行期間 

平成２７年６月２４日から平成２８年３月３１日まで 

 
５ 契約の相手方の住所及び商号等 

臨時福祉給付金支給事務に係るＡＣＯＳシステム情報抽出対応コンソーシアム 
京都市下京区四条通烏丸御池東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

（コンソーシアム代表者） 日本電気株式会社 京都支社 

 
６ 契約金額（税込み） 

  １５，１８８，６９８円 
 
７ 契約内容 

平成２６年度の臨時福祉給付金支給事務において必要となる対象者データ抽出のために開発し

たＡＣＯＳシステム内のプログラム等について，平成２７年度に実施する同給付金支給事務にお

いて必要なデータ抽出等のために使用できるよう改修を行い，住民基本台帳に係る情報抽出処理，

市民税情報に係る情報抽出処理及び生活保護受給者に係る個人特定処理を行う。 

 
８ 随意契約の理由 

  本市の既存の基幹システムは，日本電気株式会社の製品である汎用機（ＡＣＯＳ）の各機能

を使用することを前提として本市のために開発し，運用されているものであり，当該業務に

おいて住民基本台帳，市民税等のデータに係る取り込みや名寄せ等の処理を行うためのプロ

グラム製造，実行等を行うには，日本電気株式会社のみが著作権を有するソフトウェアを使

用する必要があるが，同ソフトウェアは他社に公開されていないため，同社又は同社を含む

コンソーシアム以外の業者においては，当該業務を履行することができないため随意契約を

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 

上記８のとおり 
11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市臨時福祉給付金支給事業における区役所・支所での申請書記載支援等業務 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年７月１０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年７月１０日から平成２７年１０月７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堺町東入立売中之町１００番地１ 

株式会社 パソナ パソナ・京都 

 

６ 契約金額（税込み） 

２０，９８４，４００円 

 

７ 契約内容 

臨時福祉給付金の支給について，区役所・支所に来庁される市民に対して，申請書の記載に

ついて支援等を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

臨時福祉給付金の支給事業に当たっては，市民にとって身近な窓口である各区役所・支所に，

申請書の送付直後は，多数の市民が来庁することが予想されることから，各区役所・支所にお

いても，混乱なく対応できるよう滞りなく体制を整える必要がある。そのためには価格だけで

なく，本事業の趣旨を十分に理解したうえで決められた期間内に確実に業務を履行するための

事業実施体制整備力，制度を熟知し，かつ正確・丁寧に窓口応対を行える適切な人材確保力，

個人情報を安全に保護するための保護・管理能力，そして，本庁所管課のみならず各区役所・

支所との連絡・調整を図り，業務を円滑に進める管理能力を必要とするため，履行内容や履行

方法に著しい差が表れると考えられる。 

  よって，競争入札に適さないことから，プロポーザル方式に基づく随意契約により，主とし

て価格以外の要素に基づき契約の相手方の選定を行った。 
 

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方式により受託事業者を募集し，提案のあった事業者からあらかじめ定めら

れた評価項目に基づき，企画提案書及び見積書の内容を審査した結果，当該受託業者が も高い評

価を得たため，受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 
  就労意欲喚起等支援事業委託契約 

 
２ 担当所属名 

  保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 
３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 
４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８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堺町東入立売中之町１００番地１ 

  株式会社 パソナ パソナ・京都 

 
６ 契約金額（税込み） 

  １８５，８１０，０００円 

 
７ 契約内容 

  当事業は，就労歴や就労に対する意欲が乏しい者等，就労に向けた課題をより多く抱えた生

活保護受給者及び生活困窮者の状況に応じたきめ細やかな支援を実施するため，カウンセリン

グに必要な資格を有するなど専門的な技術を持ったキャリアカウンセラーが，個別カウンセリ

ングを行い，就労意欲を喚起するとともに，就職活動をサポートする。 

  また，就労意欲の喚起後には，雇用情勢等の労働市場に関する専門的な知識を有する求人開

拓員が，生活保護受給者及び生活困窮者に求人の紹介を行う。 

 
８ 随意契約の理由 

  職業相談の専門家であるカウンセラーによる生活保護受給者及び生活困窮者（以下，生活保

護受給者等）への支援業務と，生活保護受給者等の個別事情に応じた求人情報を開拓し提供す

る求人開拓員による支援業務の委託に当たっては，契約の相手方の能力，技術，経験等により，

履行内容，履行方法に顕著な差異が現れるため，契約の相手方には，価格以外に就労支援に関

して業者が保有するノウハウ，業務に従事する職員の能力と教育訓練の体制，人員確保の手

段，業務の繁閑に柔軟に対応する体制等を比較したうえで選定する必要がある。 

  従って，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号に基づき，公募型プロポーザル方式により，専門的な援助の技術力や本業務への理解度，

提案内容の的確性，業務の実施体制などの観点から業者の選定を行い，随意契約を締結するこ

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方式により受託事業者を募集し複数業者から応募があり，企画提案書，

プレゼンテーションの内容を，当課で定めた評価基準に基づき８名の職員で総合評価を行った

結果，株式会社パソナ パソナ・京都が も高い評価となり，当事業を委託できるものと判断

したため。 

 
11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

チャレンジ就労体験事業の委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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番地の１ ひと・まち交流館京都 
社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２２，３００，０００円 

 

７ 契約内容 

生活保護受給者及び生活困窮者の抱える自立への課題克服に向けたステップアップの場としての
就労体験活動の就労体験の機会を提供し，生活保護受給者の自立を支援する。 

 

８ 随意契約の理由 

 生活保護受給者及び生活困窮者の抱える自立への課題克服に向けたステップアップの場としての 

就労体験先の開拓と，個別事情に応じたコーディネート業務の委託に当たっては，契約の相手方の 

能力，技術，経験等により，履行内容，履行方法に顕著な差異が現れるため，契約の相手方には価 

格以外に就労支援に関して業者が保有するノウハウ，業務に従事する職員の能力と教育訓練の体制， 

人員確保の手段，業務の繁閑に柔軟に対応する体制等を比較したうえで選定する必要がある。 

 従って，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 

に基づき，公募型プロポーザル方式により，専門的な援助の技術力や本業務への理解度，提案内容 

の的確性，業務の実施体制などの観点から業者の選定を行い，随意契約を締結することとした。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

  



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

生活保護受給者等中学３年生学習支援プログラム委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区東洞院通六角下る御射山町２６２番地 

公益財団法人 京都市ユースサービス協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，８２６，６００ 円 

 

７ 契約内容 

生活保護受給世帯及び自立相談支援機関が支援する生活困窮世帯（以下，「被保護世帯等」）の子

どもに対する高校進学等に向けた学習会の実施運営 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  本事業は，被保護世帯等の中長期的な自立支援のため，家庭環境や学力面で高校進学等に課題を

抱える子どもに対し学習会を実施し，高校進学等の支援及び学習会参加を通じた日常的・社会的な

能力の習得の手助けをすること目的としている。 

当事業の実施に当たっては，近年，被保護世帯等に引きこもりや育児放棄等の複雑かつ困難な課

題を抱えた世帯が増加していることもあり，事業受託者には，このような世帯の若年者に対する支

援についてのノウハウを有することが求められる。 

  また，学習会については，事業受託者がボランティア団体と協力して実施するため，ボランティ

アの募集やその養成等についての経験が求められる。 

  このため，契約の性質及び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号の規定により，委託契約を随意契約で行う。 

 

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 

  公益財団法人京都市ユースサービス協会は，青少年の自主的な活動の振興を図ることを目的とし

た団体であり，本市と連携を図りながら，青少年活動リーダーの養成，青少年活動に関する調査及

び研究，青少年活動の支援に関する事業等を行っている。 

  同協会では，厚生労働省及び本市から委託を受けて一定期間無業の状態にある若者の就労に関す

る相談・支援を行う「京都若者サポートステーション」を運営するなど，ひきこもりなどの困難な

課題を抱えた若年者に対する支援のノウハウを有している。 

また，同協会の運営に当たっては，若年者を支援するボランティア団体等とも多くの関わりを持

っており，上記１に掲げる資質を十分に備えていることから，同協会に委託するものである。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度年金検討員派遣事業の委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区今出川通新町西入弁財天町３３２番地 

京都府社会保険労務士会 

 

６ 契約金額（税込み） 

３５，２８４，１００円 

 

７ 契約内容 

本事業は，生活保護法の基本原理である生活保護制度に優先する他法他施策の活用の徹底を図る

ため，社会保険労務士有資格者を各福祉事務所へ派遣し，生活保護受給者の年金受給資格の検討，

年金受給が可能な者に対する裁定請求支援や，他法他施策活用に向けた助言を行うものである 

 

８ 随意契約の理由 

本事業実施に当たっては，年金をはじめとする他法他施策について専門的知識や支援ノウハウを

有する人材の確保が必要となるが，年金受給に向けた裁定請求支援については，社会保険労務士業

務に該当し，社会保険労務士無資格者や，人材派遣会社等への本事業の業務委託は社会保険労務士

法第２７条に抵触することから，一般企業への業務委託ができない内容の業務となっている。 

 

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 

京都府社会保険労務士会は，昭和４４年１２月に発足し，京都府内６支部，個人会員８１５名，

法人会員９法人（平成２３年７月１日現在）の会員がおり，市内全域からの人材登用が可能である

とともに，会員の業務活動を支援する団体としての活動を行っており，事業コーディネート機能を

有する適当な団体であると認められる。 

また，法人事業として，①無料年金，総合労働相談，②年金事務所からの受託による街角年金相



談センターへの会員派遣といった事業実績があり，本事業のコーディネート機能を有し，本事業の

内容を達成することのできる適当かつ唯一の団体であるため，同団体へ事業を委託するものである。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市地域あんしん支援員設置事業の委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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上ノ口上る梅湊町８３番地の１ 

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

 

６ 契約金額（税込み） 

３２，９４９，０００円 

 

７ 契約内容 

（１）支援対象者への支援 

（２）関係機関との連携による効果的な支援のための地域への働き掛け 

（３）その他，地域福祉の向上を図るうえで必要なこと 

 

８ 随意契約の理由 

本事業については，行政等の専門機関との連携・協働により，福祉的な支援が必要である

にもかかわらず対応する公的制度がない，判断能力が不十分で利用できる窓口やサービスにた

どり着けない，または支援を拒否する者に関わる問題の解決に向けた「生活（個別）支援」に

中心的に取り組む福祉の専門職である「支援員」を配置するものである。委託先の選定に当た

っては，ノウハウ，技術，経験，地域ネットワークとの関係性等により，履行内容や履行方法

に顕著な差が現れることが予想されるため，競争入札により価格のみの要素で契約を行うこと

は適切でない。  

また，事業の実施に際しては，地域福祉に深い理解を持つことと，福祉事務所等の専門機関

と地域の関係組織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，高い専門性が求められ，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。 

 

 



９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市住居確保給付金事業の委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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・まち交流館内 

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１４，３３１，６８０円 

 

７ 契約内容 

京都市住居確保給付金支給事業に関する事務のうち，支給申請の相談受付を行う窓口業務，支給

決定等に係る事務作業，受給者に対する就労支援等を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

委託業務は，申請の受付等の定型業務だけでなく，経験やノウハウが求められる就労支援に関す

る業務も含まれており，さらに事業の実施にあたっては，就労支援にとどまらず生活レベルにまで

踏み込んだきめ細やかな自立支援，生活福祉資金貸付事業をはじめ幅広い福祉施策との速やかな連

携，各行政区における実施体制の確保が必要である。 

これらの条件をすべて満たす委託先としては，地域の社会福祉活動を総合的に推進しており，市

内各区社会福祉協議会を束ねている社会福祉法人京都市社会福祉協議会の他には存在しないため。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

生活保護電算システムに係るソフトウェア保守作業（平成２７年度分） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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） 

１５，８１４，００８円 

 

７ 契約内容 

生活保護の業務運用全般を管理する電算システムのソフトウェア保守作業 

 

８ 随意契約の理由 

  ソフトウェア保守作業については，不具合発生時の原因調査，データ修正及び運用復旧に迅速に

対応する必要がある。対応手法の決定，作業に当たっては，ソフトウェア開発を実施した者が保持

する高度な専門技術，専門知識及び本システムに関する詳細な情報技術が必要となる。 

 

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 

  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 

冬季加算制度改正に係る生活保護システム改修 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年９月８日 

 

４ 履行期間 

平成２７年９月８日から平成２８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） 

５，１６１，７９８円 

 

７ 契約内容 

  プログラム改修作業 

 

８ 随意契約の理由 

平成２６年１月に導入した生活保護新システムに係る改修であり，作業に当たっては，稼働中の

システムに影響を与えることなく一定期間内に作業を完了させること，障害が発生した場合の復旧

など様々な不具合に迅速に対処することが必要である。 

このため，実施に当たっては，高度な専門技術，専門知識及び本システムに関する詳細な情報技

術が必要となる。当該技術及び知識を有する者は，システムを構築した日本電気株式会社のみであ

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 

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 

マイナンバー制度に係る生活保護システム改修 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年９月８日 

 

４ 履行期間 

平成２７年９月８日から平成２８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） 

３１，４９４，０８８円 

 

７ 契約内容 

  プログラム改修作業 

 

８ 随意契約の理由 

平成２６年１月に導入した生活保護新システムに係る改修であり，作業に当たっては，稼働中の

システムに影響を与えることなく一定期間内に作業を完了させること，障害が発生した場合の復旧

など様々な不具合に迅速に対処することが必要である。 

このため，実施に当たっては，高度な専門技術，専門知識及び本システムに関する詳細な情報技

術が必要となる。当該技術及び知識を有する者は，システムを構築した日本電気株式会社のみであ

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 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市特定健康診査・特定保健指導等システム保守業務委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

北九州市小倉北区鍛冶町２－４－１ 

日本コンピューター株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，９０５，６００円 

 

７ 契約内容 

特定健康診査・特定保健指導及び特定健康診査と同様の健康診査の事務効率化を目的として導入

しているシステムの保守及び運用支援 

 

８ 随意契約の理由 

本システムは日本コンピューター株式会社が著作権を有するソフトウェアを作り変えることによ

って開発を行っているが，制度変更や機能改善のために発生するシステムの仕様変更，及び障害発

生時の不具合の修正の際には，開発業者以外には公開されていない詳細な技術情報を必要とする。

そのため本委託契約の業務を行えるのは開発業者である日本コンピューター（株）に限られる。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

重度障害老人健康管理費支給制度に係る支給額の算定及び支給額情報の提供，支給事務，審査事

務及び第三者行為損害賠償求償事務委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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６２０番地 ＣＯＣＯＮ烏丸内 

京都府国民健康保険団体連合会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）１３，５９７，２５９円 

 

７ 契約内容 

（１）健康管理費支給額の算定 

（２）算定した健康管理費支給額情報の提供 

（３）健康管理事業に協力する京都府内の保険医療機関，保険薬局及び指定訪問看護事業者に対す 

  る健康管理費支給事務 

（４）健康管理事業に協力する京都府内の施術所等に係る健康管理費審査事務 

（５）健康管理費に係る第三者行為損害賠償求償事務 

 

８ 随意契約の理由 

契約内容が，個人情報を含む重要なデータの処理であり，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。 

 

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 

 健康管理費支給額の算定には後期高齢者医療制度の高額療養費情報が必要となるが，当該情報の

算定事務については京都府国民健康保険団体連合会が京都府後期高齢者医療広域連合より委託を受

けているため。 



11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度コンビニエンスストアにおける国民健康保険料の収納事務委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  東京都文京区本郷３丁目３３番５号 

  三菱ＵＦＪニコス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）２１，９５６，４００円 

 

７ 契約内容 

（１）コンビニエンスストア本部から払い込まれた本市の発行するコンビニエンスストア収納用

バーコードが付されている納付書に基づく収納金の取りまとめに関すること。 

（２）収納金の本市の指定する金融機関への払込みに関すること。 

（３）コンビニエンスストア本部から配信された収納情報の取りまとめ及び本市への収納情報の

配信に関すること。 

（４）収納情報の原本である領収済通知書及び原符の保管に関すること。 

（５）収納事務に係る当事者間の折衝及び報告等の調整に関すること。 

（６）上記（１）から（５）に付随するもので本市，収納代行業者及びコンビニエンスストア本 

  部が協議して合意した業務に関すること。 

 

８ 随意契約の理由 

現在，国民健康保険料の納付書は，保健福祉局による一括作成のものと区役所・支所保険年金課

によるオンライン作成のものの２種類があり，一括作成の納付書は，出納閉鎖日がバーコードの読

取期限となっており，オンライン作成の納付書は任意の指定期限の日がバーコードの読取期限とな

っている。この任意の指定期限の日は，システム上，納付書作成日の２年後の日付まで入力可能で

あることから，既に指定期限が平成２７年度以降の日付の納付書が納付義務者に交付されており，

納付義務者がその納付書によってコンビニエンスストアで納付した場合，その収納データは三菱Ｕ

ＦＪニコスにしか配信されず，納付された保険料は三菱ＵＦＪニコスに入金されることとなる。そ

のため，他業者に委託する場合は，既に納付義務者に交付されている納付書を差し替える必要があ

るが，交付対象が不特定多数であることから，その差替は不可能である。また，納付可能なコンビ



ニエンスストアは収納代行業者の取扱いコンビニエンスストアに限定されるが，既に交付されてい

る納付書は三菱ＵＦＪニコスの取扱い可能なコンビニエンスストアでしか支払うことができない。

そのため，他業者に収納代行業務を委託すると，取扱いコンビニエンスストアが変更となり，既に

交付されている納付書に表示されている取扱いコンビニエンスストアと齟齬をきたすことになる。  

上記の点から収納代行業者の変更が納付義務者に多大な混乱を与えることが明らかであり，当該

業務を遂行できるのは三菱ＵＦＪニコスしかなく，競争入札に適していないため，三菱ＵＦＪニコ

スを相手方として随意契約を締結する。 

なお，費用面においては，現在，本市国民健康保険のコンビニ収納に係るシステムは，導入時の

収納代行業者である三菱ＵＦＪニコスに対応した仕様となっているため，収納代行業者を変更した

場合，別途システム改修が必要となり，新たな費用が発生することとなるが，三菱ＵＦＪニコスで

あればシステム改修に係る費用が不要となる。 

 

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 

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 

国民健康保険料収納業務に係る電算処理業務委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  大阪府吹田市豊津町９番１号  

  ＴＩＳ株式会社 

  大阪府吹田市江の木町１１番３０号 

  ＴＩＳシステムサービス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）１５，６０７，５３４円 

 

７ 契約内容 

（１）国民健康保険料に係る市会計管理者扱い分領収済通知書の内容を電磁的記録媒体に収録す

ること。 

（２）国民健康保険料口座振替に係る振替結果の電磁的記録媒体を前号の電磁的記録媒体と同一

仕様に編集すること。 

（３）前２号の電磁的記録媒体の内容と収納金を照合すること。 

（４）国民健康保険料に係る区会計管理者扱い分領収済通知書，領収済整理票及び払込取扱票の

内容を１号の電磁的記録媒体と同一仕様で電磁的記録媒体に収録すること。 
 

８ 随意契約の理由 

本件委託業務は，国民健康保険料領収済通知書を基にして，穿孔入力により当該領収済通知

書の内容を電磁的記録媒体に収録し，また国民健康保険料口座振替に関する電磁的記録媒体の

内容を前記録媒体に混入させ，それらの内容と京都市指定金融機関である三菱東京ＵＦＪ銀行

京都支店で集計される収納金を照合するものである。 

公金の収納事務はその事務の性格上，極めて高度な信頼性と安全性が必要であり，市民に与

える影響も多大であることから，誤りが許されないばかりか，本市の資金運営上から遅滞する

ことも許されない。ＴＩＳ株式会社及びＴＩＳシステムサービス株式会社と三菱東京ＵＦＪ銀

行京都支店間には照合作業において不一致が生じた場合の原因究明を遅滞なく行えるシステム

や三菱東京ＵＦＪ銀行京都支店に取りまとめられる領収済通知書の速やかな運搬ルートが構築



されており，ＴＩＳ株式会社及びＴＩＳシステムサービス株式会社以外の第三者が行った場合

には，契約内容を迅速且つ確実に履行することができない。 

以上の理由により，契約内容の確実な履行が可能なものが委託先となる２社のみであって， 
競争入札に適していないため，ＴＩＳ株式会社及びＴＩＳ株式会社と一体的に業務を行うＴＩ

Ｓシステムサービス株式会社を相手方として，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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市国民健康保険人間ドック・特定保健指導等費用支払事務及びデータ管理委託 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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６２０番地 ＣＯＣＯＮ烏丸内 

京都府国民健康保険団体連合会  

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）５，３３６，５８０円 

 

７ 契約内容 

特定健康診査・特定保健指導費用支払事務及びデータ管理業務 

（１）平成２２年度から２６年度に実施した人間ドックの費用支払事務及びデータ管理 

（２）平成２２年度から２６年度に実施した人間ドックに基づく特定保健指導の費用支払事務及びデ 

  ータ管理 

（３）平成２２年度から２６年度に実施した特定健康診査に基づく特定保健指導の費用支払事務及び 

  データ管理 

   但し，特定保健指導のみ実施する機関によるものに限る。 

（４）（３）の特定保健指導に係る特定健康診査のデータ管理 

 

８ 随意契約の理由 

  特定健康診査等の費用の支払及びデータの送信事務を行う代行機関には，保険者としての京都市 

 及び健診機関・保健指導機関における特定健康診査等に要する費用の請求及び支払を円滑に行うこ 

 とが求められる。 

  具体的には，支払代行や請求等の事務のために健診機関・保健指導機関及び保険者の情報を管理 

 する機能，事務点検のために契約情報・受診券又は利用券情報を管理する機能，健診機関等から送 

 付された健診データの読み込み，確認及び保険者への振り分け機能，契約内容との整合性，対象者 

 の受診資格の有無等を確認する機能，特定保健指導の開始時期及び終了時期を管理する機能，請求 

 及び支払代行の機能を有することが不可欠であり，現時点では京都府国民健康保険団体連合会（以 

 下「国保連合会」という。）の他に受託できる団体が見当たらない。 

 



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   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 

  国保連合会は，診療報酬の審査支払等の委託先になっており，今回の特定健康診査における費用 

 決済のための仕組みやネットワークについては診療報酬の支払と共通する点が多く，先に挙げた機 

 能を満たす業者と併せて，勘案すると，現時点では国保連合会の他に見当たらず，委託先として選 

 定するものである。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度日本電気株式会社製国民健康保険オンライン端末・付属機器賃貸借 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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国民健康保険オンライン端末・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） 

４２，１００，５６０円 

 

７ 契約内容 

オンライン端末９４台（区役所・支所設置分９３台，保健福祉局設置分１台）とそれらに伴うプ

リンター等の付属機器 

 

８ 随意契約の理由 

次のように契約の相手方が特定されるため，随意契約を行う。 

（１）機器指定理由 

  ア 現在稼動している国民健康保険オンラインシステムのホストコンピュータが日本電気株式会 

   社製であることから，システム環境を正常に維持するためには，端末その他付属機器について， 

   同社製機器を使用する必要がある。 

  イ 現在，国民健康保険オンラインシステムにおいて使用している外字は，ホストコンピュータ 

   上で日本電気株式会社がサポートしている漢字コード領域で作成しているため，他社製機器を 

   使用した場合は，新たに作成し直す必要がある。 

  ウ 国民健康保険オンラインシステムにおいて，日本電気株式会社製エミュレイターソフトウェ 

   ア用に画面定義情報が作成されているため，他社製機器を設置した場合，現在の国民健康保険 

   オンラインシステムの改造が必要となる。 

  エ 既存システム(被保険者証発行システム等各種システム)とこの契約で調達する端末等は連接 

   し，一体として稼動させることとなるが，既存システムと一体化したシステムの一部に障害又 

   は故障が発生した場合は障害又は故障の発生箇所，原因等の特定が困難であり，複数の者から 

   調達した機器によってシステムを構成した場合は，障害又は故障の場合の責任の所在が不明確 



   となるため，障害又は故障からの復旧が困難となる。 

（２）障害発生時の機器等交換の必要性  

  被保険者証の即時発行等の即時に処理すべき市民サービス業務が停止若しくは著しく遅延し，又 

 は誤った被保険者証の発行等があった場合は，市民生活に多大な支障が生じる。システムに障害が 

 発生した場合であっても，長時間停滞させず，市民生活への影響を 小限にするためには，故障原 

 因となった機器の交換を含め迅速に対応しなければならない。そのためには，機器交換が可能な契 

 約を締結する必要がある。 

（３）機器指定と機器交換の可能な賃貸借契約 

  一般にレンタル契約は，貸し手があらかじめ不特定多数の借り手のために用意した物件の中から 

 必要な物件を選択して借りるものであって，故障した場合の交換が可能であるが，貸し手があらか 

 じめ用意している数量を超えて調達することはできない。また，通常，不特定多数の借り手が存在 

 しない物件の場合は，貸し手が存在し得ない。本市が調達しようとする機器等は，需要が少ない専 

 用機器であるため，一般のレンタル契約の対象物件として取り扱っている者がない。一方で，一般 

 のリース契約では，特定の借り手のために貸し手がメーカーから調達するものであって，特定の物 

 件を指定することが可能であるが，貸し手は，借り手が引渡しを受けた物件以外にはそのような物 

 件を調達し，保有することがないため，故障の場合の交換は不可能である。 

  株式会社ＪＥＣＣは，借り手の個別の要望に応じた物件をメーカーから調達して貸し，当該物件 

 に障害が発生した場合の交換を可能とする契約をレンタル契約と呼称して提供している。日本電気 

 株式会社が指定する端末機器について，このような契約の履行が可能な者は他にないことから調達 

 の相手方が特定される。 

  なお，株式会社ＪＥＣＣは，昭和３６年に当時の通商産業省の指導を契機として，沖電気工業， 

 東芝，日本電気，日立製作所，富士通，三菱電機等の国内主要コンピュータメーカーの共同出資に 

 より設立された会社であって，本市においても，税務システム，国民健康保険システム，介護保険 

 システムなどのレンタル契約で多数の実績を持っている。 

 

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１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 

上記のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度後期高齢者医療オンライン端末・付属機器賃貸借 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  後期高齢者医療オンライン端末・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） 

８，６４６，９９６円 

 

７ 契約内容 

後期高齢者医療オンライン端末・付属機器レンタルの賃貸借を行うもの。 

 

８ 随意契約の理由 

（１）機器の指定 

  次のとおり，日本電気株式会社が指定する機器を調達する必要がある。 

 ア 後期高齢者医療オンラインシステムのホストコンピュータは日本電気株式会社製の汎用機（Ａ 

  ＣＯＳ）であるが，区役所等に設置するオンライン端末を，この汎用機の端末機として稼動させ 

  るためには，汎用機のソフトウェアを端末機上で稼動させるためのエミュレイターソフトウェア 

  が必要となる。このエミュレイターソフトウェアは，製造者が他に公開していない汎用機の設計 

  思想，構造及びＯＳその他のソフトウェアに関する技術情報を基に作成されるため，当該製造者 

  以外の者は作成することができない。 

 イ エミュレイターソフトウェアは，日本電気株式会社が著作権を有するうえ，その内容は公開さ 

  れておらず，他の者に提供されていない。したがって，日本電気株式会社以外の者が作製した端 

  末用機器の場合は，このエミュレイターソフトウェアについて動作確認されない。さらに，ＡＣ 

  ＯＳ端末機能を稼動させるためのエミュレイターソフトウェアについて動作保証されている端末 

  機器は，日本電気株式会社が自らの業務用パソコンを基にＡＣＯＳ専用の付属機器として独自仕 

  様により開発したものであり，他の製品をもって代替することができない。 

 ウ 後期高齢者医療オンラインシステムにおいて使用している外字は，ホストコンピュータ上で日 

  本電気株式会社がサポートしている漢字コード領域で作成しているため，他社製機器を使用した 



  場合は，新たに作成し直す必要がある。 

 エ 後期高齢者医療オンラインシステムにおいて，日本電気株式会社製エミュレイターソフトウェ 

  ア用に画面定義情報が作成されているため，他社製機器を設置した場合，改造が必要となる。 

（２）障害発生時の機器等交換の必要性 

  被保険者証や納付書の発行等，即時に処理すべき市民サービス業務が停止もしくは著しく遅延し， 

 又は誤ったものの発行等があった場合は，市民生活に多大な支障を生じる。システムに障害が発生 

 した場合であっても，長時間停滞させず，市民生活への影響を 小限にするためには，故障原因と 

 なった機器の交換を含め迅速に対応しなければならない。そのためには，機器交換が可能な契約を 

 締結する必要がある。 

（３）機器指定と機器交換の可能な賃貸借契約 

  一般にレンタル契約は，貸し手があらかじめ不特定多数の借り手のために用意した物件の中から 

 必要な物件を選択して借りるものであって，故障した場合の交換が可能であるが，貸し手が特定の 

 借り手のために対象物件を作製することはない。また，通常，不特定多数の借り手が存在しない物 

 件の場合は，貸し手が存在し得ない。本市が調達しようとする機器等は，需要が少ない専用機器で 

 あるため，レンタル契約の対象物件として取り扱っている者がない。一方で，一般にリース契約で 

 は，特定の借り手のために貸し手がメーカーから調達するものであって，特定の物件を指定するこ 

 とが可能だが，貸し手は，そのような特定の物件を他の借り手に貸すことができないことから，故 

 障の場合の交換は不可能である。 

  株式会社ＪＥＣＣは，借り手の個別の要望に応じた物件をメーカーから調達して貸し，当該物件 

 に障害が発生した場合の交換を可能とする契約をレンタル契約と呼称して提供している。このよう 

 な契約の履行が可能な者は，他にない。また，端末機器は，日本電気株式会社製の汎用機と連携し 

 て使用するため開発された専用機器であるが，汎用機がユーザーに対する直接販売の対象となって 

 いないため，これらの機器も株式会社ＪＥＣＣ以外の者から調達することができない。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度国民年金オンラインシステムＮＥＣ製端末その他付属機器賃貸借 

 

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２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  国民年金オンラインシステムＮＥＣ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） 

１５，７４６，４００円 

 

７ 契約内容 

国民年金オンラインシステムＮＥＣ製端末その他付属機器レンタルの賃貸借を行うもの。 

 

８ 随意契約の理由 

（１）国民年金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レン 

  タル契約を締結する必要があること。 

（２） 既存システムとこの契約で調達する磁気ディスク装置等は連接し，一体として稼動させるこ 

  ととなるが，システムの一部に障害又は故障が発生した場合は発生箇所，原因等の特定が非常に 

  困難である。もし，複数の者から調達した機器によってシステムを構成した場合は，責任の所在 

  が不明確となるため，障害又は故障からの復旧が困難になる。 

（３）磁気ディスク装置を含むシステム全体において故障又は障害が発生した場合においても，業務 

  を長時間停滞させず，市民生活への影響を 小限にするためには，障害又は故障の発生時におい 

  て故障原因となった機器の交換を含め迅速に対応しなければならない。そのためには，機器交換 

  が可能なレンタル契約を締結する必要があるが，調達の対象となる磁気ディスク装置の機器をレ 

  ンタルによって供給することができる者は，日本唯一のコンピュータ専門のレンタル会社である 



  株式会社ＪＥＣＣ以外にない。 

（４）株式会社ＪＥＣＣは，昭和３６年に通商産業省の指導を契機として設立されたコンピュータ専 

  門のレンタル会社である。また，長期間のレンタルが可能である点など本市の仕様条件を満たす 

  レンタルサービスを提供できる業者は他にない。 

 

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   号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都府後期高齢者医療被保険者である京都市民を対象にした健康診査の実施に係る

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２７年４月２４日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月２４日から平成２８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東栂尾町６ 

一般社団法人 京都府医師会  

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）１７２，５５７，７２３円 

 

７ 契約内容 

平成２７年度京都府後期高齢者医療被保険者である京都市民を対象にした健康診査の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  被保険者に，同一内容の精度の高い健康診査を提供するには，診療報酬点数に基づいた適正な金 

 額を設定する必要がある。また，実施に当たっては，より多くの被保険者が受診できる体制と十分 

 な経験を有する医師等が継続かつ安定的に供給（確保）されなければならない。従って，価格競争 

 のみによって業者を選定すれば，事業の目的を達成することができない。 

 

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 

京都府後期高齢者医療被保険者である京都市民を対象にした健康診査については，より多くの被

保険者が受診できる体制と十分な経験を有する医師等の継続的かつ安定的な確保が必要であり，こ

れを満たす業者は，一般社団法人京都府医師会の他に見当たらず，委託先として選定したものであ

る。 

 

11 その他  



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導の実施に係る業務委託 

 

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２７年４月２４日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月２４日から平成２８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東栂尾町６ 

一般社団法人 京都府医師会  

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）４１４，７１５，６５２円 

 

７ 契約内容 

平成２７年度京都市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  被保険者に，同一内容の精度の高い特定健康診査・特定保健指導を提供するには，診療報酬点数 

 に基づいた適正な金額を設定する必要がある。また，実施に当たっては，より多くの被保険者が受 

 診・利用できる体制と十分な経験を有する医師等が継続かつ安定的に供給（確保）されなければな 

 らない。従って，価格競争のみによって業者を選定すれば，事業の目的を達成することができない。 

 

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 

  特定健康診査・特定保健指導については，より多くの被保険者が受診・利用できる体制と十分な 

 経験を有する医師等の継続的かつ安定的な確保が必要であり，これを満たす業者は，一般社団法人 

 京都府医師会の他に見当たらず，委託先として選定したものである。 

 

11 その他 

  



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料納入通知に伴う市民応対業務委託 

 

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２７年５月２９日 

 

４ 履行期間 

平成２７年６月１日から平成２７年８月７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烏丸通七条下ル ニッセイ京都駅前ビル７Ｆ 

オムロンパーソネル株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）１２，８０３，１８４円 

 

７ 契約内容 

市民応対業務及びその他の事務補助業務に従事するスタッフの派遣 

 

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，派遣先の選定に当たり， 

（１）派遣スタッフの質の高さ（市民応対業務に適した人材であることが必要） 

（２）必要な人材を必要な時期までに募集・採用を行う能力を有していること  

（３）スタッフがやむを得ない事情により欠員又は休暇をとる場合に，補充の準備があること  

（４）万一のトラブルや当方からの要望等に対するサポート体制がとられていること  

（５）過去の実績・評価 等を総合的に勘案する必要があるものであり，競争入札に適さないもの 

 であるため，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 

  本業務は市民応対業務及びその他の事務補助業務を行うことによる，事務の効率化，適正化を目 

 的としている。このため，実施に当たっては，価格だけでなく，実施方法等について，業者ごとに 

 顕著な差異が現れるものと推察されるため，事業者の選定は，プロポーザル方式を採用した。京都 



 市ホームページにおいて参加者を募集し，平成２７年４月３０日に「国民健康保険料納入通知書及 

 び後期高齢者医療保険料確定賦課通知書発送に伴う区役所・支所保険年金課への窓口案内スタッフ 

 の派遣業務委託候補者選定委員会」を開催したところ，参加事業者２社のうちオムロンパーソネル 

 株式会社が も高い評価点を得たことから，同社を選定した。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市国民健康保健特定健康診査における人間ドック健康診査・特定保健指導委託 

 

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２７年６月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年６月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

別紙のとおり 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）５３５，９１４，５８８円 

 

７ 契約内容 

平成２７年度京都市国民健康保健特定健康診査における人間ドック健康診査・特定保健指導の実

施 

 

８ 随意契約の理由 

委託内容が健診業務であり，契約の性質及び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 

  委託先の４０機関は，平成２６年度において，人間ドック事業を受託し，業務を誠実かつ着実に 

 遂行しており，本事業の委託先として適当であると認められる。 

  さらに，全４０機関は市内全域に点在しており，被保険者の受診に際して利便性が確保されると 

 認められる。 

 

11 その他 

 

 

 

 



別紙 

委託契約先名 住所

1 警察共済組合京都府支部(京都警察病院） 京都市上京区下立売通釜座東入藪ノ内町85番地の3・85番地の4合番地

2  独立行政法人地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター 京都市北区小山下総町27

3 社会医療法人西陣健康会(堀川病院) 京都市上京区堀川通今出川上ル北舟橋町865番地

4 京都第二赤十字病院 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355－5

5 医療法人愛寿会(同仁病院) 京都市上京区一条通新町東入東日野殿町394－1

6 公益社団法人信和会(京都民医連第二中央病院) 京都市左京区田中飛鳥井町89番地

7 一般財団法人日本バプテスト連盟医療団(日本バプテスト病院) 京都市左京区北白川山ノ元町47

8 公益財団法人京都健康管理研究会(中央診療所) 京都市中京区三条通高倉東入桝屋町58番地・56番地

9 医療法人大澤会(大澤クリニック) 京都市中京区錦小路通東洞院東入西魚屋町617番地

10 医療法人和松会(大和診療所)
京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577番2
太陽生命御池ビル7，8，9階

11 医療法人知音会(御池クリニック) 京都市中京区西ノ京下合町11

12 公益社団法人京都保健会(民医連太子道診療所) 京都市中京区西ノ京塚本町11

13 一般財団法人京都工場保健会 京都市中京区西ノ京北壺井町67

14 地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市中京区壬生東高田町1番地の2

15 一般財団法人京都予防医学センタ－ 京都市中京区西ノ京左馬寮町28

16 医療法人知音会(四条烏丸クリニック) 京都市中京区西ノ京下合町11番地

17 京都第一赤十字病院 京都市東山区本町15丁目749番地

18 医療法人社団洛和会(音羽病院) 京都市中京区西ノ京車坂町9番地

19 医療法人財団康生会(山科武田ラクトクリニック) 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5 

20 一般社団法人愛生会(山科病院) 京都市山科区竹鼻四丁野町19番地の4

21 一般社団法人京都微生物研究所 京都市山科区川田御出町3番地の4

22 医療法人創健会(西村診療所) 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901ホテルグランヴィア京都3階

23 医療法人財団康生会(武田医院) 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5

24 医療法人啓信会(京都四条診療所) 京都市下京区東堀川通四条下ル四条堀川町272-6

25 医療法人健康会(京都南病院) 京都市下京区西七条南中野町8番地

26 医療法人同仁会（社団）(京都九条病院) 京都市南区唐橋羅城門町10

27 医療法人同仁会（社団）(同仁会クリニック) 京都市南区唐橋羅城門町10

28 ＮＴＴ西日本京都病院 京都市南区西九条南田町1番地

29 医療法人同仁会(社団)(西京病院) 京都市南区唐橋羅城門町10

30 社会医療法人太秦病院 京都市右京区太秦帷子の辻町30

31 医療法人清仁会(洛西シミズ病院) 京都市西京区山田中吉見町11-2

32 医療法人清仁会(洛西ニュ－タウン病院) 京都市西京区山田中吉見町11-2

33 三菱京都病院 京都市西京区桂御所町1番地

34 社会福祉法人京都社会事業財団(京都桂病院) 京都市西京区山田平尾町17番地

35 医療法人医仁会(武田総合病院) 京都市伏見区石田森南町28番1号

36 社会医療法人弘仁会(大島病院) 京都市伏見区桃山町泰長老115番地

37 医療法人朋友会(鳥羽健診クリニック) 京都市伏見区下鳥羽六反長町109番地

38 一般財団法人京都労働災害被災者援護財団(京都城南診療所） 京都市伏見区竹田真幡木町115番地

39 医療法人社団蘇生会(蘇生会総合病院) 京都市伏見区下鳥羽広長町101番地

40 医療法人社団淀さんせん会(金井病院) 京都市伏見区淀木津町612番地12

人間ドック委託契約先一覧

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都府後期高齢者医療被保険者を対象とする人間ドック健康診査委託 

 

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２７年７月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年７月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

別紙のとおり 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）１１５，１４７，６８１円  

 

７ 契約内容 

京都府後期高齢者医療被保険者を対象とする平成２７年度健康診査における人間ドック健康診査

の実施 

 

８ 随意契約の理由 

委託内容が健診業務であり，契約の性質及び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 

  委託先の４０機関は，平成２６年度京都市国民健康保険特定健康診査における人間ドック助成事 

 業を受託し，業務を誠実かつ着実に遂行しており，本事業の委託先として適当であると認められる。 

  さらに，全４０機関は市内全域に点在しており，被保険者の受診に際して利便性が確保されると 

 認められる。 

 

11 その他 

 

 

 

 



別紙 

委託契約先名 住所

1 警察共済組合京都府支部(京都警察病院） 京都市上京区下立売通釜座東入藪ノ内町85番地の3・85番地の4合番地

2  独立行政法人地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター 京都市北区小山下総町27

3 社会医療法人西陣健康会(堀川病院) 京都市上京区堀川通今出川上ル北舟橋町865番地

4 京都第二赤十字病院 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355－5

5 医療法人愛寿会(同仁病院) 京都市上京区一条通新町東入東日野殿町394－1

6 公益社団法人信和会(京都民医連第二中央病院) 京都市左京区田中飛鳥井町89番地

7 一般財団法人日本バプテスト連盟医療団(日本バプテスト病院) 京都市左京区北白川山ノ元町47

8 公益財団法人京都健康管理研究会(中央診療所) 京都市中京区三条通高倉東入桝屋町58番地・56番地

9 医療法人大澤会(大澤クリニック) 京都市中京区錦小路通東洞院東入西魚屋町617番地

10 医療法人和松会(大和診療所)
京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577番2
太陽生命御池ビル7，8，9階

11 医療法人知音会(御池クリニック) 京都市中京区西ノ京下合町11

12 公益社団法人京都保健会(民医連太子道診療所) 京都市中京区西ノ京塚本町11

13 一般財団法人京都工場保健会 京都市中京区西ノ京北壺井町67

14 地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市中京区壬生東高田町1番地の2

15 一般財団法人京都予防医学センタ－ 京都市中京区西ノ京左馬寮町28

16 医療法人知音会(四条烏丸クリニック) 京都市中京区西ノ京下合町11番地

17 京都第一赤十字病院 京都市東山区本町15丁目749番地

18 医療法人社団洛和会(音羽病院) 京都市中京区西ノ京車坂町9番地

19 医療法人財団康生会(山科武田ラクトクリニック) 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5 

20 一般社団法人愛生会(山科病院) 京都市山科区竹鼻四丁野町19番地の4

21 一般社団法人京都微生物研究所 京都市山科区川田御出町3番地の4

22 医療法人創健会(西村診療所) 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901ホテルグランヴィア京都3階

23 医療法人財団康生会(武田医院) 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5

24 医療法人啓信会(京都四条診療所) 京都市下京区東堀川通四条下ル四条堀川町272-6

25 医療法人健康会(京都南病院) 京都市下京区西七条南中野町8番地

26 医療法人同仁会（社団）(京都九条病院) 京都市南区唐橋羅城門町10

27 医療法人同仁会（社団）(同仁会クリニック) 京都市南区唐橋羅城門町10

28 ＮＴＴ西日本京都病院 京都市南区西九条南田町1番地

29 医療法人同仁会(社団)(西京病院) 京都市南区唐橋羅城門町10

30 社会医療法人太秦病院 京都市右京区太秦帷子の辻町30

31 医療法人清仁会(洛西シミズ病院) 京都市西京区山田中吉見町11-2

32 医療法人清仁会(洛西ニュ－タウン病院) 京都市西京区山田中吉見町11-2

33 三菱京都病院 京都市西京区桂御所町1番地

34 社会福祉法人京都社会事業財団(京都桂病院) 京都市西京区山田平尾町17番地

35 医療法人医仁会(武田総合病院) 京都市伏見区石田森南町28番1号

36 社会医療法人弘仁会(大島病院) 京都市伏見区桃山町泰長老115番地

37 医療法人朋友会(鳥羽健診クリニック) 京都市伏見区下鳥羽六反長町109番地

38 一般財団法人京都労働災害被災者援護財団(京都城南診療所） 京都市伏見区竹田真幡木町115番地

39 医療法人社団蘇生会(蘇生会総合病院) 京都市伏見区下鳥羽広長町101番地

40 医療法人社団淀さんせん会(金井病院) 京都市伏見区淀木津町612番地12

人間ドック委託契約先一覧

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

社会保障・税番号制度導入に伴う後期高齢者医療システム改修委託 

 

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２７年８月１１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年８月１１日から平成２７年１０月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  社会保障・税番号制度導入に伴う後期高齢者医療システム改修コンソーシアム 

  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 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，７１７，３０８円 

 

７ 契約内容 

社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修 

 

８ 随意契約の理由 

 後期高齢者医療システムは，日本電気株式会社が構築した本市独自仕様のシステムであり，当 

システムの改修は，特定の１者でなければ供給することができない物件の買い入れ又は製造の請 

負に係る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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

里親委託推進・支援等事業業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市西京区樫原角田町１番地４２ 

社会福祉法人 積慶園 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，７９２，０００円 

 

７ 契約内容 

里親委託推進・支援等事業の業務委託 

 

８ 随意契約の理由 

本事業は，社会的養護を必要とする子どもに対し，家庭的な環境で愛着関係の形成を図る里親等

への委託を推進するため，関係機関との連携・調整や，里親と施設との円滑な調整，里親への支援

等を行うものであり，里親制度に関する知識や児童福祉業務に関する専門性や実績，ノウハウ等が

求められる。 

このため，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。 

 

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 

以下の理由から乳児院と児童養護施設を運営する法人が委託業務を適切に行えるものと考えられ

る。 

① 乳児期からの愛着形成が，その後の養育について重要な影響を及ぼすこと等から，なるべく

早い時期から里親委託を実施することが望ましいところ，乳児院が有する処遇実績等・ノウハ

ウを活用することで，児童相談所と連携して，委託の推進に対する取組を効果的に進めること



ができると考えられる。 

② 里親委託後の支援については，乳児のみならず，幼児以上の年齢の児童を養育する里親等や

里子も援助の対象となることから，養育上の問題に対する適切な助言や児童に対する適切な対

応が求められるところ，児童養護施設の処遇実績等を活用することで，効果的な取組の推進が

できると考えられる。 

さらに，社会福祉法人積慶園には，平成２３年度（事業開始年度）から本事業を委託しており，

この間順調に訪問実績を伸ばす等，里親との信頼関係も十二分に構築されている。 

これらのことを踏まえ，社会福祉法人積慶園を相手方とすることが 適であると判断した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

子育て世帯臨時特例給付金支給事業における申請，支払等管理に係る業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区千本通元誓願寺上る南辻町３６９番地の３ 

株式会社 ケーケーシー情報システム 

 

６ 契約金額（税込み） 

３４，１０８，５６０円 

 

７ 契約内容 

子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る申請，支払の管理や受付業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

平成２６年度における同事業について，公募型プロポーザル方式により同受託者を選定している。 

また，平成２７年度においては，同事業を継続するに当たり，国の通知により「既存のシステム

を改修」することが勧められていること，２６年度事業における受給対象者等との個別交渉の記録

がシステム上閲覧でき，コールセンターや窓口での対応を行うことが２７年度事業を円滑に進める

うえで望ましいため。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る汎用機におけるシステムの構築 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１０日から平成２８年１月２９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 

日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，３１４，２７４円 

 

７ 契約内容 

子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る汎用機におけるシステムの構築を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

本システムは，子育て世帯臨時特例給付金の対象者を抽出するために，受託者が構築する福祉業

務オンラインシステムの児童手当に係るデータを使用する必要がある。 

 このため，必要なシステムの構築には，既存のシステムについての十分な知識及び技術が必要と

なり，既存の機器設備及びオンラインシステムを保守している業者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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度児童手当オンライン端末・付属機器レンタルの賃貸借契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

児童手当オンライン端末・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） 

５，０５４，４００円 

 

７ 契約内容 

区役所・支所設置オンライン端末１９台及び付属機器の賃貸借 

  

８ 随意契約の理由 

  児童手当オンラインシステムの稼動に当たり，必要なソフトウェア，機器の把握及び設置に 

 は現在のシステムについての十分な知識及び技術が必要となる。加えて，社会情勢の変化や新 

 しい業務の追加により，処理能力の増強やセキュリティ向上等を図り機器更新をする必要に迫 

 られることが予想されるが，一般の賃貸借（リース）においては長期の契約拘束期間が発生す 

るため，単年度契約が可能な賃貸借契約（レンタル）を行う必要がある。 

 従って，契約の性質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。 
 

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 

（１）児童手当オンラインシステム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 



  の安定稼働に支障が生じる。システムの安定稼動を確保し，また，機器の障害時に機器の交 

  換を含めた即時の対応を行うためには，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賃貸借を必要とされるところ，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のみである。 

（２）本市においても，ＡＣＯＳシステム（ホストコンピュータ），住民基本台帳システム，外 

 国人登録システム，税務システム,国民健康保険システム，介護保険システム等，多くのレン 

 タル契約の実績があり，本システムに関しても平成１３年度から契約先として選定している。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７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（ほっこりスペ

ース分） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市西京区樫原角田町１番地 

社会福祉法人 積慶園 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，６１０，０００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 

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。 

 

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 

「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委託先は，

本団体を含めた５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 

平成２７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（きっずるーむ

おおやけ分） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市山科区大宅五反畑町６９番地５ 

社会福祉法人 大宅福祉会 おおやけこども園 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，６１０，０００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 

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。 

 

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 

「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委託先は，

本団体を含めた５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 

平成２７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（稲荷の家ほっ

こり分） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市伏見区大亀谷東古御香町５９番地・６０番地 

社会福祉法人 京都老人福祉協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，６１０，０００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 

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。 

 

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 

「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委託先は，

本団体を含めた５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 

平成２７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（ほっこりはあ

と出町分） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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 

一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，６１０，０００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 

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。 

 

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 

「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委託先は，

本団体を含めた５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 

平成２７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（いっぽ分） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市伏見区深草願成町３２番地２ 

特定非営利活動法人 京都子育てネットワーク 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，６１０，０００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 

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。 

 

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 

「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委託先は，

本団体を含めた５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 

平成２７年度ファミリーサポート事業に係る委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町６５番地 朝日ビル５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） 

３１，９６８，０００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 

 地域における育児の援助活動の推進を目的とした事業の委託であり，契約内容が，市民の身近 

な地域において専門性及び継続性を要する事業を実施するものであり，契約の目的が競争入札に 

適さないため，地方自治法施行例第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おり，また事業実施に必要な体制と児童福祉に関する

経験と実績を有している。 

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っており，長年の児童館・学童クラブ

事業をはじめとする児童福祉に関する経験により，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ことが可能となっている。 

また，同団体は，各児童館の連絡調整機関として大きな役割を果たしているが，市内全域におい



て指定された児童館に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ことが可能である。 

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

価格競争になじまないことから，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 

平成２７年度放課後ほっと広場事業の委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町６５番地 朝日ビル５階 

京都市学童保育所管理委員会 

 

６ 契約金額（税込み） 

５０，９９７，９８０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 

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

て深い理解を持つことと，小学校等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。 

 

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 

委託先は，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とともに，地域の小学校等の関係機関と密接な関係を築いてきた

実績がある。また，事業の実施についても意欲を有しており，これまでの学童クラブの事業の実績

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２０１５（第１部）」の実施の委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区柳馬場御池下る柳八幡町６５番地 朝日ビル５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） 

１４，９０２，０００円 

 

７ 契約内容 

「京都やんちゃフェスタ２０１５（第１部）」の実施の委託 

 

８ 随意契約の理由 

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。 

 

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 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回目から第３回目まで本市

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回目は本市と共同で実行委員会を組

織し，第５回目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 

平成２７年度京都市児童館事業（民設児童館）の委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２７年４月１日 

（変更後）平成２７年９月３日 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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）８４３，７８６，２２５円 

（変更後）８４０，１３０，８２４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） 

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。 

契約金額について，年度途中の職員の異動，採用，退職などに伴い，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 

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して深い理解をもっていることと事



業の実施について意欲を有しており，これまでの児童館の運営における実績に鑑みて能力を有する

と認められる。 

11 その他 

 



委託先一覧（民設）
（別紙1）

委託先名称 代表者 委託先住所 児童館名称 児童館所在地 変更前契約金額 変更後契約金額 差額

社会福祉法人 京都社会福祉協会 理事長 今井　豊嗣
京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町
519番地

別紙社会福祉法人京都社会福
祉協会民設児童館一覧

別紙社会福祉法人京都社会福祉協会民
設児童館一覧

95,412,908 93,857,457 △ 1,555,451

社会福祉法人 京都市社会福祉協議
会

会長 村井　信夫
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 京都市南区八条寺ﾉ内町5番地 21,894,412 21,828,410 △ 66,002

社会福祉法人 柊野保育園 理事長 大野 緑朗 京都市北区上賀茂東上ﾉ段町36番地の2 柊野児童館 京都市北区上賀茂中ﾉ坂町14番地の1 18,647,299 18,318,449 △ 328,850

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 京都市北区大将軍坂田町8番地の1 25,630,094 26,473,724 843,630

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 京都市北区衣笠衣笠山町10番地 23,007,628 23,821,192 813,564

社会福祉法人 西陣会 理事長 水上　雄一郎
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
京都市上京区元誓願寺通千本東入元四
丁目432

23,609,118 23,227,175 △ 381,943

社会福祉法人　平松の会 理事長　藤村　和正 京都市左京区岩倉中在地町32番地 村松児童館 京都市左京区岩倉中在地町31番地の3 20,088,220 20,246,562 158,342

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
京都市中京区六角通大宮西入三条大宮
町242番地

15,843,342 14,577,852 △ 1,265,490

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
京都市中京区富小路通二条下ル俵屋町
197番地

25,992,473 24,746,050 △ 1,246,423

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
京都市東山区渋谷通東大路東入三丁目
上馬町553番地

17,267,847 17,879,196 611,349

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 京都市山科区大宅五反畑町69番地の13 30,229,079 30,358,196 129,117

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 京都市山科区東野門口町30番地の1 19,824,402 21,004,836 1,180,434

社会福祉法人　下京ひかり保育園・
児童館

理事長 橋本　トシ子 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 京都市下京区中堂寺前田町7番地の3 24,145,890 24,084,483 △ 61,407

社会福祉法人 カトリック京都司教
区カリタス会

理事長 村上　眞理雄
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 京都市南区東九条東岩本町31番地 22,540,899 22,864,174 323,275

社会福祉法人 清和園 理事長 大塚　眞隆 京都市南区吉祥院石原橋上1番地4 祥栄児童館 京都市南区吉祥院石原橋上1番地の4 20,875,478 20,933,146 57,668

社会福祉法人 向上社 理事長 吉村　三郎 京都市右京区西院北矢掛町22番地 向上社児童館 京都市右京区西院北矢掛町22番地 24,680,481 25,666,284 985,803

社会福祉法人 桂･川島児童センター 理事長 奥瀬　新市 京都市西京区川島粟田町40番地の4 桂児童館 京都市西京区川島粟田町40番地の4 17,870,974 16,899,475 △ 971,499

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
京都市西京区大原野上里北ﾉ町1308番
地の2

27,202,796 27,311,846 109,050

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 京都市西京区松室荒堀町127番地 18,637,299 15,791,900 △ 2,845,399

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 京都市西京区桂浅原町129番地の1 19,270,516 18,857,063 △ 413,453

社会福祉法人 醍醐福祉会 理事長 横田　勇造 京都市伏見区醍醐中山町39番地の13 中山児童館 京都市伏見区醍醐中山町46番地 21,611,044 21,587,054 △ 23,990

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 京都市伏見区醍醐池田町4番地 23,252,564 23,941,715 689,151

社会福祉法人 白菊福祉会 理事長 岡村　倫子 京都市伏見区向島二ﾉ丸町151番地の59 白菊児童館 京都市伏見区向島二ﾉ丸町151番地の59 23,996,876 23,648,448 △ 348,428

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 京都市伏見区深草西浦町三丁目44番地 21,727,594 21,374,427 △ 353,167

社会福祉法人 美樹和会 理事長 塩谷　和美 京都市伏見区桃山町大島38番地の110 みぎわ児童館 京都市伏見区桃山町大島38番地の110 18,379,521 18,378,349 △ 1,172

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 京都市伏見区石田川向町1番地の7 20,315,563 23,223,838 2,908,275

桃の里児童館運営委員会 委員長 可畑　博康 京都市伏見区淀際目町555番地 桃の里児童館 京都市伏見区淀際目町555番地 23,446,209 23,525,773 79,564

一般社団法人　京都市母子寡婦福祉
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 京都市伏見区下鳥羽東柳長町33番地 24,592,985 24,864,016 271,031

社会福祉法人 健光園 理事長　小國　英夫
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 京都市伏見区桃山町立売1番の6 23,178,143 24,092,631 914,488

社会福祉法人 京都福祉ｻｰﾋﾞｽ協会 理事長 田邉　眞人
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 京都市南区西九条菅田町4番地の2 21,172,818 21,220,694 47,876

社会福祉法人　京都社会事業財団 会長　松原　義人 京都市西京区山田平尾町17番地 松陽児童館 京都市西京区山田平尾町51番地の28 18,301,922 18,363,005 61,083

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 京都市北区鷹峯黒門町15番地2 17,494,686 15,269,704 △ 2,224,982

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 京都市伏見区深草僧坊町54番地の3 18,964,765 18,489,782 △ 474,983

宗教法人　天得院 代表役員　爾　英晃 京都市東山区本町15丁目802 東福寺児童館 京都市東山区本町15丁目802 21,211,647 19,576,330 △ 1,635,317

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 京都市右京区宇多野福王子町45番地2 18,004,669 18,201,137 196,468

一元化民設計 35委託先 38児童館 828,322,161 824,504,373 △ 3,817,788

委託先名称 委託先住所 児童館名称 児童館所在地 変更前契約金額 変更後契約金額 差額

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
京都市左京区三条大橋東入法林寺門前
町36番地

15,464,064 15,626,451 162,387

単独民設計 1委託先 1児童館 15,464,064 15,626,451 162,387

合　　　　　計 843,786,225 840,130,824 △ 3,655,401



別紙 

 

 

社会福祉法人 京都社会福祉協会 民設児童館一覧 

 

名   称 所  在  地 

新林児童館 京都市西京区大枝西新林町四丁目 3 番地 

福西児童館 京都市西京区大枝南福西町一丁目 2 番地 

桂坂児童館 京都市西京区御陵大枝山町四丁目 30 番地 

城南児童館 京都市伏見区向島藤ノ木町 85 番地 7 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度児童館・学童保育所職員研修の委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町６５番地 朝日ビル５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） 

１３，５６４，２４０円 

 

７ 契約内容 

京都市学童クラブ事業における職員研修事業の委託 

 

８ 随意契約の理由 

本事業については，学童クラブ事業を委託している児童館・学童保育所職員を対象としており，

実施に当たっては，児童館・学童クラブ事業の内容を十分に理解していることが求められるととも

に，各児童館・学童保育所との連絡調整及び研修に関する調査研究等が必要となる。よって契約の

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２号に基づき，

随意契約する。 

 

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 

公益社団法人京都市児童館学童連盟は，本市の児童館・学童クラブ事業を受託している社会福祉

法人等の団体により構成されており，各児童館・学童保育所間の連絡調整及び事業内容の向上等を

目的としていることから，上記の点に鑑み委託を行う。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市学童クラブ事業における障害のある児童の統合育成対策介助者派遣事業の委

託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町６５番地 朝日ビル５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） 

（予定総額）１６４，８３５，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市学童クラブ事業における障害のある児童の統合育成対策介助者派遣事業の委託 

 

８ 随意契約の理由 

本事業については，学童クラブ事業を委託している児童館・学童保育所を対象としており，実施

に当たっては，学童クラブ事業の内容及び障害のある児童に対する十分な理解が求められるととも

に，各児童館・学童保育所との連絡調整及び指導が必要不可欠である。障害のある児童の介助者要

請及び派遣は，専門的な知識と技術を要し，価格競争だけでは実施ができないため，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。 

 

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 

公益社団法人京都市児童館学童連盟は，本市の児童館・学童クラブ事業を受託している社会福祉

法人等の団体により構成されており，各児童館・学童保育所間の連絡調整及び事業内容の向上等を

目的としていることから，上記の点に鑑み委託を行う。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７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 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２７年４月１日 

（変更後）平成２７年９月３日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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）１０，９２８，４８０円 

（変更後）１１，２０３，５４９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） 

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。 

契約金額について，年度途中の職員の異動，採用，退職などに伴い，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 

委託先は，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 

児童扶養手当オンライン端末・付属機器レンタル 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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 

コンソーシアム代表者 株式会社 ＪＥＣＣ 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，１２５，９２０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 

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のみであるため。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 



11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市子育て支援短期利用事業に係る委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

別紙１参照 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）５２，７２０，０００円 

 

７ 契約内容 

子育て支援短期利用事業の委託 

 

８ 随意契約の理由 

本事業は，京都市子育て支援短期利用事業実施要綱第１条及び第５条のとおり，家庭において一

時的に養育困難となった児童を児童福祉施設等で一定期間養育するものであり，委託先が限定され

ており，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

規定に基づき，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 

市内に所在する施設の中から，児童の受入態勢及び事業効果を考慮して選定 

 

11 その他 

 

 

 

 

 



別紙１－１ 

（ショートステイ・トワイライトステイ委託先） 

子育て支援短期利用事業委託先一覧 

 
      委託先          事業実施施設  

 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 

   児童養護施設 積慶園  

 社会福祉法人 平安徳義会  

 会 長 山田 浩三  

 京都市西京区大原野灰方町２４９  

    平安徳義会養護園  

 社会福祉法人 平安養育院  

 理事長 北川 一宇  

 京都市東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町４００－３  

   児童養護施設 平安養育院  

 社会福祉法人 京都社会事業財団  

 会 長 松原 義人  

 京都市西京区山田平尾町５１－２８  

   児童養護施設 つばさ園  

 社会福祉法人 ｶﾄﾘｯｸ京都司教区ｶﾘﾀｽ会  

 理事長 村上 眞理雄  

 京都市北区衣笠西尊上院町２２  

   児童養護施設 京都聖嬰会  

 社会福祉法人 衆善会 

 理事長 草場 周啓  

 京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町７０４  

   児童養護施設 和敬学園  

 社会福祉法人 迦陵園  

 理事長 加藤 美子  

 京都市左京区下鴨宮崎町１０９  

   児童養護施設 迦陵園  

 社会福祉法人 京 都 府 社 会 福 祉 事 業 団              

 理事長 塩見 司郎  

 京都市伏見区桃山町遠山５０  

   児童養護施設 桃山学園  

社会福祉法人 福朗  
  
理事長 児島 太朗  

 京都市山科区大塚南溝町２４－２ 
 
   母子生活支援施設 ヴェインテ 

 社会福祉法人 宏量福祉会  

 理事長 芹沢 出  

 京都市右京区山ノ内宮脇町９  

   母子生活支援施設 野菊荘  

 



別紙１－２ 

（ショートステイ委託先） 

子育て支援短期利用事業委託先一覧 

 

     委託先          事業実施施設  

 社会福祉法人 積慶園 

 理事長 古村 正  

 京都市西京区樫原前田町１－20 

   乳児院 積慶園      

 社会福祉法人 平安徳義会  

 会 長 山田 浩三  

 京都市西京区大原野灰方町２４９  

   平安徳義会乳児院  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１－３ 

（トワイライトステイ委託先） 

子育て支援短期利用事業委託先一覧 

 

     委託先          事業実施施設  

 社会福祉法人 本願寺社会福祉事業センター 

 理事長 園城 義孝  

 京都市右京区太秦安井二条裏町１５  

   母子生活支援施設 本願寺ｳｨｽﾀﾘｱｶﾞｰﾃﾞﾝ 

 

 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度京都市母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金債権管理回収等業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  母子寡婦福祉資金貸付金債権管理回収等委託業務コンソーシアム 

  京都市中京区二条通河原町東入北側 京都書店会館３階 

  代表者 石川法律事務所 

 
６ 契約金額（税込み） 

（上限）５，０００，０００円 

    ※出来高払い 

 

７ 契約内容 

償還金の債権管理回収等業務 

 

８ 随意契約の理由 

  償還金は，母子家庭等に貸し付けた債権であるという性質上，本業務の実施にあたっては，

単に催告するだけではなく，相手方の経済状況等を踏まえつつ相談を行う等，きめ細かな対応

が求められる。 

  したがって，本業務の目的を効果的かつ効率的に実施するには，価格だけでなく，その実施

方針や実施方法等も考慮したうえで，選定する必要があることから，本業務の委託は，平成２

６年度にプロポーザル方式による業者選定を行い，実施方針，催告の方等，総合的に高く評価

されたことから，前記の業者と契約を締結した。 

  本業務実施に際しては，滞納者とのやり取りを通じて信頼関係を構築していくことが不可欠

であり，特に債務者との交渉中に業者が変わった場合，当該債務者との信頼関係が瓦解する可

能性があることから，一定期間同一の業者に実施させることが望ましい。また，プロポーザル

参加希望者に配布した募集要項や仕様書に「本市及び受託者が合意した場合，３年を限度とし

て１年ごとに契約更新することがある」旨を明記し，複数年契約を見込んで募集を行っている。 

  前記の業者は平成２６年度における本業務について，全ての債務者に対して催告を行い，連

絡がない場合は，債務者の住所地について住宅地図等で確認し，資力の有無等を債務者の状況

の把握に努めているほか，電話による催告や訪問による催告又は調査を実施するなど債権回収



に努めており，平成２７年２月末時点で委託対象債権に対する回収金額の割合は約２．９％と，

募集要項や仕様書に挙げた次年度契約の要件である２％を上回っており，一定の実績が出てい

るため，随意契約を行うことが適当である。 

 

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 

平成２６年６月５日に公募型プロポーザルにより業者を募集した結果，４者から参加申請が

あり，企画提案書類の審査及びプレゼンテーションを行った結果，前記の業者の評価が も高

かったことから，前記１の業者を委託先に選定した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度母子父子寡婦福祉資金貸付業務システム保守運用業務 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  「母子父子寡婦福祉資金貸付業務システム」保守運用業務コンソーシアム 

  大阪市北区中之島２丁目２番２号  

代表者 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 関西支社 

   
６ 契約金額（税込み） 

６，０１３，４４０円 

 

７ 契約内容 

京都市母子父子寡婦福祉資金貸付業務システム保守運用業務 

 

８ 随意契約の理由 

  本市が現在，母子父子寡婦福祉資金貸付事業の適切かつ円滑な運営のために導入している母

子父子寡婦福祉資金貸付業務システム（以下「本システム」という。）については，平成２１年

９月１４日にシステム構築及び入力や出力等の運用業務に係るプロポーザルを実施し，富士通

エフ・アイ・ピー株式会社（以下「同社」という。）が提案した母子寡婦福祉資金貸付システム

（運用を含む。）が， も評価が高かったため，同社のシステムを導入した。 

  本システムは，同社が保有する母子父子寡婦福祉資金貸付金に係るパッケージシステムを本

市の要望に合わせてカスタマイズしたシステムであり，同社以外では履行できないほか，運用

業務においても，データの入力や帳票の出力だけではなく，サーバの管理，ネットワーク障害

に係る対応，問合せ対応や運用上の問題や課題整理等，本システムに係る専門的知識を有して

いる必要があり，同社以外では履行できないことから，随意契約を行う。 

  本システムの開発や保守は，同社と富士通エフ・アイ・ピー九州株式会社と共同で行ってい

ることから，同社のほか，富士通エフ・アイ・ピー九州株式会社とも契約する必要があるが，

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は適用されないことから，同社を代表

者とし，同社と富士通エフ・アイ・ピー九州株式会社によって構成されるコンソーシアムと随

意契約する。 
 



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 

平成２１年９月１４日に公募型プロポーザルにより業者を募集した結果，前記の業者の評価

が も高かったことから，前記１の業者を委託先に選定した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

子ども・子育て支援新制度における支給認定等業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部保育課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２７年８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堺町東入立売中之町１００番の１ 

株式会社パソナ パソナ・京都 

 

６ 契約金額（税込み） 

３２，８８６，０００円 

 

７ 契約内容 

本市における子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付に関するデータ電算入

力及び発送等に係る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） 

子ども・子育て支援法が平成２７年４月１日に施行するが，利用者負担額の算定に関する政省令

発出が遅延したことから，平成２６年度中に処理するはずであった業務が終了しておらず，平成２

６年度に引き続いて処理しなければならない業務が多くあるため，平成２６年度と同じ業者でなけ

れば，期間内に処理が完了できないため。 

また，政省令発出の遅延が続いていることから，システムの構築が完了しておらず，平成２６年

度から引き続き，短期間でシステムに入力しなければならない項目が多くあるため，システム操作

方法を熟知した業者でなければ，処理が完了できないため。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市子ども・子育て支援制度システム保守・運用業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部保育課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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四条通麩屋町西入立売東町１ 

富士通株式会社 京都支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１９，６５２，５４４円 

 

７ 契約内容 

子ども・子育て支援制度システムの運用支援業務，サーバその他周辺機器の稼働管理，及びパッ

ケージ保守業務等を行う。ただし，システムの機器等保守業務を除く。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

子ども・子育て支援制度システムは富士通株式会社が開発するパッケージを基礎としているが，

本市独自のカスタマイズを加えた上で運用することとしている。平成２７年度については，国通知

の遅れ等により，平成２７年４月の制度開始後も引続き提供されるパッケージの修正資産に対し，

当該カスタマイズを考慮して開発ＳＥによる慎重な適用作業が必要となる。 

 また，制度開始当初の混乱により，短期間で膨大なデータの入力，変更等を行う必要があるが，

それに伴うエラー対応やデータベース自体の補正作業等が多数発生することが想定される。これら

を遅延なく正確に対応するには，現在のシステムについての十分な知識及び技術に加え，これまで

の本市との協議結果や事務運用を踏まえた的確な対応が必要となる。 

 従って，上記を満たすのは開発元である富士通株式会社に限定され，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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他   



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市第３子以降の保育料免除事業システム改修業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部保育課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年８月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年８月１日から平成２８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四条通麩屋町西入立売東町１ 

富士通株式会社 京都支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，８８３，８０８円 

 

７ 契約内容 

第３子以降の保育料を免除する事業の新規実施に伴い，子ども・子育て支援制度システムにおい

て対象者の管理等が可能となるように改修を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

子ども・子育て支援制度システムは富士通株式会社が開発するパッケージを基礎とし，本市独自

のカスタマイズを加えた上で運用している。本改修は利用者負担額算定等のシステム基幹部分に係

るものであるため，パッケージ及び当該カスタマイズについての十分な知識及び技術が必要となり，

本件業務を遂行できるのは開発元である富士通株式会社に限定され，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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

   



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

子ども・子育て支援制度における支給認定等業務委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局子育て支援部保育課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年８月３１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年９月１日から平成３０年８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堺町東入立売中之町１００番の１ 

株式会社パソナ パソナ・京都 

 

６ 契約金額（税込み） 

２５３，９８１，４４０円 

（内訳） 

平成２７年度（ ７箇月） ４９，３８６，２４０円 

平成２８年度（１２箇月） ８４，６６１，２００円 

平成２９年度（１２箇月） ８４，６６１，２００円 

平成３０年度（ ５箇月） ３５，２７２，８００円 

 

７ 契約内容 

本市における子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付に関するデータ電算入

力及び発送等に係る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） 

子ども・子育て支援制度に係る支給認定等業務については，各業者におけるこれまでの受託実績

を勘案するとともに，本業務における運営方法，実施体制等について，総合的に判断する必要があ

り，競争入札に適しないものであるため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に

より公募型プロポーザルによる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 

平成２７年９月からの子ども・子育て支援制度支給認定等業務を委託するに当たり，公募型プロ



ポーザル方式により公募したところ，民間事業者１社（株式会社パソナ パソナ・京都）から参加

の表明があり，当該民間事業者から企画提案書の提出があった。 

平成２７年７月２７日，提案者に対するヒアリングを実施し，あらかじめ定めた評価項目に基づ

き提案内容を審査した結果，株式会社パソナ パソナ・京都が委託業務を遂行し得ると高い評価を

得たことから，委託契約先として選定した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市児童福祉センター診療所における医事業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局児童福祉センター 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７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 

京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６０日本生命四条ビル８Ｆ 

株式会社ソラスト 京滋支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２８，４６０，１６０円 

 

７ 契約内容 

診療所における医事業務 

【患者受付，外来会計，診療報酬請求業務等】 

 

８ 随意契約の理由 

 医事窓口業務及び京都市公金出納事務については，市民に対しより良いサービスの提供を行う必

要があるため，正確かつ迅速な事務処理，丁寧な対応，利用者の立場に立った事務処理方法の改善

提案等に関する能力が求められる。これらの能力が優れている者を選択して，契約するためには，

価格以外に医事業務に関して業者が保有するノウハウ，業務に従事する職員の能力と教育訓練の体

制，業務の繁閑に柔軟に対応する体制等を比較する必要あるため，委託業者選定にあたっては，プ

ロポーザル方式による選定方法を採用している。 

 

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 

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 

京都市第二児童福祉センター診療所における医事業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局第二児童福祉センター 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７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 

京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６０ 日本生命四条ビル８Ｆ 

株式会社ソラスト 京滋支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２４，４５５，５２０円 

 

７ 契約内容 

診療所における医事業務 

【患者受付，外来会計，診療報酬請求業務等】 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 医事窓口業務及び京都市公金出納事務については，市民に対しより良いサービスの提供を行う必

要があるため，正確かつ迅速な事務処理，丁寧な対応，利用者の立場に立った事務処理方法の改善

提案等に関する能力が求められる。これらの能力が優れている者を選択して，契約するためには，

価格以外に医事業務に関して業者が保有するノウハウ，業務に従事する職員の能力と教育訓練の体

制，業務の繁閑に柔軟に対応する体制等を比較する必要あるため，委託業者選定にあたっては，プ

ロポーザル方式による選定方法を採用している。 

 

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 

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 

知恵シルバーセンター事業管理運営委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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番地１ ひと・まち交流館京都 

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会  

   

６ 契約金額（税込み） 

６，１３７，３２４円 

 

７ 契約内容 

知恵シルバーセンター事業実施要綱第３条各号に掲げる知恵シルバーセンターの管理運営に関す

る業務 

 

８ 随意契約の理由 

知恵シルバーセンター事業は，高齢者等が培ってきた知恵や経験，特技を活かして活動できる場

を紹介することによって高齢者等の生きがいや健康づくりの推進を図る事業であり，その主な活動

の場として期待されるものは，地域における様々なボランティア活動や仲間づくり活動，高齢者の

趣味サークル等である。 

京都市社会福祉協議会は，これまでから長寿すこやかセンターやボランティアセンター及び老人

福祉センターの指定管理者として，高齢者の社会活動への参加支援，地域福祉活動の推進，高齢者

の多様な趣味活動等の取組に携わっており，こうしたネットワークを活用することによって，多く

の高齢者等が知恵シルバーセンターを利用し，多様な活動依頼に対応できる体制を構築できる。 

以上の理由から，長寿すこやかセンターやボランティセンター，老人福祉センターの活動を通じ

て関わりのある各種団体等の協力を得ながら，知恵シルバーセンター事業の円滑な実施ができるの

は同協議会を除いて他になく，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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

高齢者虐待防止事業委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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番地１ ひと・まち交流館京都 

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

   

６ 契約金額（税込み） 

６，９９４，２８６円 

 

７ 契約内容 

高齢者虐待の防止を目的として，市民に対する普及啓発，関係者に対する研修及び虐待事例の集

積・分析等を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

本事業においては，高齢者虐待の防止に有効な普及啓発活動や研修等を行う必要があり，その目

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 

社会福祉法人京都市社会福祉協議会は，地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であり，社

会福祉に係る研修事業や地域福祉権利擁護事業等を実施している。また，高齢者やその家族，関係

者等に対して幅広い支援を行うため，研修や調査研究等の様々な事業を総合的に展開する施設であ

る「京都市長寿すこやかセンター」の運営を行い，高齢者権利擁護相談（「高齢者１１０番」）を実

施するとともに，高齢者虐待に関する相談窓口機能も担っている。よって，当法人は高齢者虐待に

関する知識や研修実施についての実績を十分に有し，本事業の委託先として も適当であると認め

られるため。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

高齢者地域就業開拓事業委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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東中合町２番地 

公益社団法人 京都市シルバー人材センター 

 

６ 契約金額（税込み） 

２０，４８９，７６０円 

 

７ 契約内容 

  労働市場における，高齢者に適した新たな業務に関する情報収集及び分析 

  新たな就労機会の確保が見込まれる事業所等の抽出及び調査 

  事業所等に対する積極的な訪問等の働きかけによる，新たな就労機会の確保 

  上記業務の実施により創出された新たな就業機会の，地域の高齢者に対する提供 

 

８ 随意契約の理由 

本事業は，高齢者福祉の充実及び活力ある地域社会の実現のため，高齢者が就労等の社会参加を

通じて自己実現を図ることができるよう支援していくことを目的としており，専任の「就業開拓専

門員」を配置することで，高齢者に適した業務がある事業所等の調査及び事業所等への重点的な訪

問を行い，生活支援サービスの充実も視野に入れた就業機会の創出や，その所得の向上を図るもの

であるが，本件の実施にあたっては，これまでの業務の蓄積を活用した，計画的な営業活動を展開

する必要がある。 

（公社）京都市シルバー人材センターは，「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき設

立され，高年齢者に臨時的・短期的又は軽易な業務に係る就業機会を提供することにより，高年齢

者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図り，働くことを通して健康で生きがいのある生活の実

現と，地域社会の活性化に貢献している団体である。同センターは，会員に就業先を提供するため，

従来から会員による就業開拓活動を行っており，事業所等の調査及び訪問計画の立案等において，

これまでの業務の蓄積を活用した計画的な営業活動を展開することができることから，本事業の実

施に適した団体は，同センターの他にないと考えられるため。 

 



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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

高齢者就労援助事業委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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東中合町２番地 

公益社団法人 京都市シルバー人材センター 

 

６ 契約金額（税込み） 

２５，６０３，１６８円 

 

７ 契約内容 

公園に係る除草業務等 

   

８ 随意契約の理由 

本件は公園の除草業務等を委託するというものであり，臨時的，短期的かつ軽易な業務であるこ

とから高齢者が行うのに適しており，また，当該業務を地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

３号に規定する団体に委託することによって，高齢者の社会参加の促進や生きがいづくりを支援す

るという政策目的を達成することができるため。 

 

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３号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

京都市シルバー人材センターは，高齢者に就労の場を確保し，就業機会を提供することにより，

高齢者の能力を活かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的に設立された公共的団体で

あり，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定する団体等のうち，上記政策目的を達

成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 

京都市地域介護予防推進事業の実施に係る業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区壬生東高田町１番９ 

一般財団法人 京都地域医療学際研究所 他１１件 

 

６ 契約金額（税込み） 

５８３，９３８，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市地域介護予防推進事業実施要綱に基づく京都市地域介護予防推進事業 

 

８ 随意契約の理由 

介護保険法第１１５条の４５第１項第１号に規定する介護予防事業の適切かつ有効な実施を図る

ために告示された「介護予防事業の円滑な実施を図るための指針」においては，当該事業の一部を

民間事業者等に委託するなど，地域における社会資源の有効活用を図ることが示されている。 

今回委託する介護予防事業は，二次予防事業対象者に対する運動機能の向上，栄養改善，口腔機

能の向上を図る通所型の介護予防事業，閉じこもりや認知症等のおそれのある高齢者に対する訪問

型の介護予防事業及び介護予防普及啓発等を目的とした一次予防事業であるが，高齢者の継続的な

介護予防活動を支援するためには，地域に根ざし，地域住民や同区内の地域包括支援センターとも

密接に連携しながら事業実施をしていくことが必要となる。 

また，当該事業を適切に実施するためには，介護予防事業に対し意欲を有し，介護保険制度を十

分に理解していることはもとより，法人として各専門分野における一定のノウハウを有している必

要がある。加えて，同区内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから，そ

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条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 

第３期介護保険事業計画初年度（平成１８年度）において，本事業を実施するために必要な人員，

一定の設備及び介護保険事業者としての実績を有する市内の特別養護老人ホーム，老人保健施設設

置法人に対して事業委託の募集を実施。応募のあった１３法人が提出する書類において，事業実績

及び事業計画に基づき，指定管理者選定に準じる評価を行い，適切な事業運営が可能と認められる

法人を選定。 

また，平成２１年１１月から伏見区内において本事業を実施できる法人を公募し，応募のあった

４法人のうち適切な事業運営が可能と認められる法人を選定，京都市民長寿すこやかプラン推進協

議会の分科会である高齢者保健福祉計画ワーキンググループにおいて承認された。 

 

11 その他 

  運営法人名 法人所在地 

1 一般財団法人京都地域医療学際研究所  中京区壬生東高田町１番９ 

2 社会福祉法人京都福祉サービス協会  下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３番地の１ 

3 社会福祉法人市原寮  左京区静市市原町１２７８番地 

4 医療法人社団洛和会  中京区西ノ京車坂町９番地 

5 社会福祉法人洛東園  東山区本町１５丁目７９４番地 

6 一般社団法人愛生会  山科区竹鼻四丁野町１９番地の４ 

7 医療法人医仁会  伏見区石田森南町２８番地の１ 

8 医療法人同仁会（社団）  南区唐橋羅城門町１０番地 

9 医療法人平盛会  西京区大枝南福西町３丁目７番地の８ 

10 社会福祉法人京都社会事業財団  西京区山田平尾町１７番地 

11 公益社団法人京都府柔道整復師会  東山区大和大路五条下ル東入芳野町 79 番地の 2 

12 社会福祉法人京都老人福祉協会  伏見区深草大亀谷東古御香町５９・６０番地 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市健康すこやか学級事業の実施に関する業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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 

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１２，７０４，０７９円 

 

７ 契約内容 

介護予防に関する意識の向上，自立認定者等の社会参加の促進，社会的孤立感の解消や閉じこも

りを図るため，高齢者が学校の空き教室等を活用した身近な地域の施設に通所し，当該施設におい

て，介護予防に関する知識の普及・促進を目的とした講座等の開催，介護予防に資する軽易な運動，

レクリエーション，健康状態の確認等のサービスを提供する。 

 

８ 随意契約の理由 

本事業については，介護予防に関する意識の向上，社会参加の促進や閉じこもり予防等を目的と

しており，事業効果を高めるためには，対象者の日常的な生活圏域である元学区単位での定期的な

実施が望ましいが，市内ほぼ全ての元学区に活動組織を有し，本事業の履行が可能であるのは同法

人のみであることから，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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本事業については，介護予防に関する意識の向上，社会参加の促進や閉じこもり予防等を目的と

しており，対象者の日常的な生活圏域である元学区単位での定期的な実施が望ましい。市内ほぼ全

ての元学区に福祉事業の活動組織を有しているのは，本市においては同法人のみであり，また在宅



高齢者等に対する事業を行ってきた実績のある同法人に委託することにより，円滑かつ適正な事業

の実施が見込まれる。 

なお，同法人は配食サービス事業及び入浴サービス事業等，地域に密着した福祉活動やボランテ

ィア活動等に積極的に取り組んでいることから，本事業の実施に必要不可欠な地域ボランティアの

協力を得ることが可能である。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  京都市緊急通報システム事業委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  大阪市北区堂島１－５－１７ 

  富士通テレコムネットワークス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）１１７，５６９，３１６円 

 

７ 契約内容 

（１）緊急通報機器の賃貸 

（２）緊急通報機器の設置・撤去及び移動 

（３）緊急通報機器の保守点検 

（４）緊急通報機器への誤発報防止処理 

（５）緊急通報機器への登録番号桁数変更処理 

（６）通報受信機への情報入力 

（７）緊急通報機器の相談ボタン復旧作業 

（８）相談センターの運営 

（９）安否確認コールの実施 

 

８ 随意契約の理由 

（１）業務内容が，利用者の急病や災害など突発的な事態が発生した場合に備え，迅速に通報できる

機器を設置し，何時でも確実な通報が行えるよう機器の保守管理等を行うため高齢者等世帯への

訪問を行っても不信感を抱かせることのない事業者である必要がある。 

（２）毎年の事業者の変更により，利用者に毎年異なる機器を貸与することとなると，機器の使用に

不慣れの利用者は緊急通報ができず，救急搬送が遅れる危険性があるため，利用者にとって使用

しやすい機器の貸与を行うことができる事業者との契約が必要である。 

以上の理由により，価格のみで契約相手を選定することができず，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 

（１）受託業者は，本事業の開始時である平成２年から２の業務に従事しており，機器の製造，

保守点検，工事，事務処理に既に専門的なノウハウを有していると認められる。 

（２）全機器の一括管理を行うことで，利用者からの問い合わせや要望にも速やかに対応できる

ことや，経理上の処理が簡易になることなど，効率的な事業運営が期待される。 

（３）本事業の通報システムは受託業者が作成したものであり，事業者を変更することに伴い，

システムの変更が必要となるためコストが上昇する恐れがある。 

（４）約８，０００世帯（平成２７年９月末現在８．００７世帯（うち高齢事業７，７７５世帯，

障害事業２３２世帯））が利用しており，機器は全て貸与している。毎年，事業者を変更する

ことは，全利用世帯の機器の撤去及び設置に時間及びコストを費やし，利用者が毎年異なる

機器の使用方法を理解しなければならず，場合によっては，機器の使用に不慣れの利用者は

緊急通報ができず，救急搬送が遅れ，利用者の生命に危険を及ぼす恐れがある。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市配食サービス事業委託（京都市社会福祉協議会分） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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 

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，３７８，８３１円 

 

７ 契約内容 

京都市配食サービス事業 

 

８ 随意契約の理由 

本事業は，介護保険制度の要支援認定又は要介護認定において要支援状態又は要介護状態と認定

された６０歳以上のひとり暮らし高齢者等のうち，身体状況等により自ら買物及び調理ができない

者に，栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに，安否確認を行うものである。当該業務は，

利用者の身体状況等の確認，配食業者間のエリア及び配食数の調整，又は利用者への情報提供等で

あり，競争入札により金額だけで委託業者を決定することには適さない。よって地方自治法施行令

第１６７条の２第１項第２号の規程により随意契約とする。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本事業は，栄養のバランスの取れた食事を提供し，併せて安否確認を行うことにより，当該利用

者の在宅生活の維持及び福祉の増進を図るものであり，対象となる利用者には積極的に利用しても

らうことが望ましい。対象となる利用者への本事業の情報提供や本事業における相談窓口となれる

のは，市内ほぼすべての元学区に福祉事業の活動組織を有し，地域に密着した福祉活動に取り組ん

でいる同法人以外になく，同法人に委託することにより，円滑かつ適正な事業の実施が期待できる。 



また同法人は，これまで４５ある配食業者間のエリアや配食数の調整をし，市内のほぼ全域にわ

たって配食業務を円滑に行ってきた実績がある。さらに，同法人には栄養士が配置されているため，

配食内容の確認や配食事業者への栄養指導もすることが可能である。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市配食サービス事業委託（健光園配食サービス分） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町１２ 

社会福祉法人 健光園 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）５，００８，０４４円 

 

７ 契約内容 

京都市配食サービス事業 

 

８ 随意契約の理由 

本事業は，介護保険制度の要支援認定又は要介護認定において要支援状態又は要介護状態と認定

された６０歳以上のひとり暮らし高齢者等のうち，身体状況等により自ら買物及び調理ができない

者に，栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに，安否確認を行うものである。当該業務は，

利用者の身体状況等の確認，利用者への情報提供の他，栄養のバランスのとれた食事を提供すると

ともに，安否確認を行い，異常を発見した際には，警察署，消防署，医療機関等への連絡等，迅速

な対応が求められるため，競争入札により委託業者を決定することには適さない。よって地方自治

法施行令第１６７条の２第１項第２号の規程により随意契約とする。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本事業の目的は，栄養のバランスの取れた食事を提供し，併せて安否確認を行うことにより，当

該利用者の在宅生活の維持及び福祉の増進を図るものであり，当該目的を達成するために，本事業

の委託先については下記の選定基準を全て満たすことを求めているが，当該委託先は，これらの選

定基準を満たしており，当該目的を達成することができる。 



また，これまで配食事業を実施している事業者については，安否確認を行ってきた実績があり，

利用者や関係機関との関係も構築できており，利用者の身体状況等について把握している。そのた

め，当該委託先に委託を行うことで，円滑に事業を進めることができる。 

 

＜選定基準＞ 

（１） この事業の目的を理解しており，高齢者の福祉の増進に寄与する意欲があること。 

（２） 京都市内の社会福祉法人，特定非営利活動法人，公益法人，その他の営利を目的としない法

人であること。 

（３） 適切に実施業務を行うための必要な人員が配置されていること。 

（４） 京都市内に実施業務を行うための施設及び設備を有し，調理から配達及び安否確認の一連の

業務を配食サービス事業者の責任によって実施できること。 

（５） 管理栄養士又は栄養士が作成した献立に基づいて調理した，高齢者向けの栄養バランスのと

れた食事が提供できること。 

（６） 安否確認及び緊急時等の対応マニュアルを整備するとともに，職員に対し定期的な研修が実

施されていること。 

（７） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日か

ら翌年１月３日までの日を除き，週５日以上，実施業務を実施できること。 

（８） １年以上継続して事業を受託できること。 

（９） 経営状態が健全で，安定した経営が行えること。 

（１０） 食品衛生法第５２条の規定による許可を得ているもの又は京都市食品衛生法施行細則第１

６条に規定する届出を行っているものであること。 

（１１） 調理施設及び職員等について，「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」（平

成９年６月３０日，衛食第２０１号厚生省生活衛生局食品保健課長通知）及び「大量調理施設

衛生管理マニュアル」（平成９年３月２４日衛食第８５号）に従った衛生管理が行われているこ

と。 

（１２） 食中毒等による保健所からの営業停止等の行政処分を，募集日以前１年以内に受けていな

いこと。 

（１３） その他実施業務を行う上で必要と認められる基準を具備していること。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市配食サービス事業委託（藤森センターほっこり分） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市伏見区深草直違橋片町５３２－８ 

社会福祉法人 京都老人福祉協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）９，２４２，８６８円 

 

７ 契約内容 

京都市配食サービス事業 

 

８ 随意契約の理由 

本事業は，介護保険制度の要支援認定又は要介護認定において要支援状態又は要介護状態と認定

された６０歳以上のひとり暮らし高齢者等のうち，身体状況等により自ら買物及び調理ができない

者に，栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに，安否確認を行うものである。当該業務は，

利用者の身体状況等の確認，利用者への情報提供の他，栄養のバランスのとれた食事を提供すると

ともに，安否確認を行い，異常を発見した際には，警察署，消防署，医療機関等への連絡等，迅速

な対応が求められるため，競争入札により委託業者を決定することには適さない。よって地方自治

法施行令第１６７条の２第１項第２号の規程により随意契約とする。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本事業の目的は，栄養のバランスの取れた食事を提供し，併せて安否確認を行うことにより，当

該利用者の在宅生活の維持及び福祉の増進を図るものであり，当該目的を達成するために，本事業

の委託先については下記の選定基準を全て満たすことを求めているが，当該委託先は，これらの選

定基準を満たしており，当該目的を達成することができる。 



また，これまで配食事業を実施している事業者については，安否確認を行ってきた実績があり，

利用者や関係機関との関係も構築できており，利用者の身体状況等について把握している。そのた

め，当該委託先に委託を行うことで，円滑に事業を進めることができる。 

 

＜選定基準＞ 

（１） この事業の目的を理解しており，高齢者の福祉の増進に寄与する意欲があること。 

（２） 京都市内の社会福祉法人，特定非営利活動法人，公益法人，その他の営利を目的としない法

人であること。 

（３） 適切に実施業務を行うための必要な人員が配置されていること。 

（４） 京都市内に実施業務を行うための施設及び設備を有し，調理から配達及び安否確認の一連の

業務を配食サービス事業者の責任によって実施できること。 

（５） 管理栄養士又は栄養士が作成した献立に基づいて調理した，高齢者向けの栄養バランスのと

れた食事が提供できること。 

（６） 安否確認及び緊急時等の対応マニュアルを整備するとともに，職員に対し定期的な研修が実

施されていること。 

（７） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日か

ら翌年１月３日までの日を除き，週５日以上，実施業務を実施できること。 

（８） １年以上継続して事業を受託できること。 

（９） 経営状態が健全で，安定した経営が行えること。 

（１０） 食品衛生法第５２条の規定による許可を得ているもの又は京都市食品衛生法施行細則第１

６条に規定する届出を行っているものであること。 

（１１） 調理施設及び職員等について，「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」（平

成９年６月３０日，衛食第２０１号厚生省生活衛生局食品保健課長通知）及び「大量調理施設

衛生管理マニュアル」（平成９年３月２４日衛食第８５号）に従った衛生管理が行われているこ

と。 

（１２） 食中毒等による保健所からの営業停止等の行政処分を，募集日以前１年以内に受けていな

いこと。 

（１３） その他実施業務を行う上で必要と認められる基準を具備していること。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度全国健康福祉祭参加者派遣等事業委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

 

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番地１ ひと・まち交流館京都 

  一般社団法人 京都市老人クラブ連合会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，７９７，１９２円 

 

７ 契約内容 

（１）参加者の選考及びそれに要する経費（上限５６，０００円）の支払に関すること。 

（２）参加の申込みに関すること。 

（３）参加料の支払に関すること。 

（４）参加者の健康調査に関すること。 

（５）参加者との連絡調整に関すること。 

（６）参加者の引率及びそれに要する経費（上限１０，０００円）の支払に関すること。 

（７）参加者に対する経費（上限３０，０００円）の支払に関すること。 

（８）美術展の募集，選考及び展示に関すること。 

（９）その他，派遣事務に関すること。 

 

８ 随意契約の理由 

本事業は，スポーツや文化活動を通じて，高齢者の健康の増進及び社会参加の促進を目的として

おり，価格のみによる競争に適さないため，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。 

 
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 

   高齢者の健康の増進及び社会参加の促進という目的から，より多くの参加を募るため，日頃から 

 高齢者の社会活動の活性化に取り組み，高齢者との繋がりを保持していることが，本事業には求め 

 らる。 

  一般社団法人京都市老人クラブ連合会は，市内約１，１００の単位老人クラブ（会員約６万人） 

 で組織される市内 大の高齢者の組織として日頃から広範囲にわたる高齢者福祉活動を展開してお 

 り，各種目の選考会を企画するとともに参加者の派遣にあたり的確に連絡調整ができる能力のある 

 団体は他にないことから，本事業の委託先とするものである。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  京都市地域包括支援センター運営事業委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局長寿社会部長寿福祉課  

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市北区大北山長谷町５－３６   

  社会福祉法人七野会 他６０件 

 

６ 契約金額 

  １，５５４，３００，０００円 

 

７ 契約内容 

  地域包括支援センター運営事業 

 

８ 随意契約の理由 

  地域包括支援センターとして実施すべき，介護保険法第１１５条の４５第１項第２号から第５号に掲げる

「包括的支援事業」等及び介護保険法第１１５条の４６第１項の厚生労働省令で定める事業として介護保険施

行規則第１４０条の６４第１項に掲げる「二次予防事業対象者把握事業」等は，同法において市町村が実施す

ることとされているが，当該事業を委託する場合は，同法第１１５条の４７の規定において，老人福祉法第２

０条の７の２第１項に規定する老人介護支援センターの設置者（本件において委託の対象としている者）その

他の厚生労働省令で定める者に委託できるものと規定されており，そ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。 

 

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 

地域包括支援センターとして実施する事業は，①介護予防ケアマネジメント事業，②総合相談支援事業，

③虐待防止等権利擁護事業，④包括的・継続的ケアマネジメント事業，⑤二次予防事業対象者把握事業及び

介護予防普及啓発事業となっている。これらの事業は，従来から本市の委託事業として実施してきた，在宅

介護支援センター運営事業を基本とするものであり，選定事業者は，これまでも高齢者に係る医療，保健及

び福祉事業の分野で十分な実績がある。 

また，介護保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議においても，「（前略）公正・中立を確保す

る観点から，市町村の責任を明確化するとともに，地域に根ざした活動を行っている在宅介護支援センター

の活用も含め，地域の実情に応じた弾力的な設置形態を認めること。」とされており，今回の選定は，当該

決議の主旨を尊重するものである。 

さらに，平成１７年１１月１日に実施した，在宅介護支援センター設置法人に対する受託意向確認によっ

て受託の意向を示した７４センターの内，評価の結果，適切な事業運営が確保できるセンターとして選定し

たものであり，また，地域包括支援センターの公正・中立な運営等を確保するために設置する地域包括支援

センター運営協議会（構成員：京都市民長寿すこやかプラン推進協議会の委員）の承認を得た法人であるた

め。 

 

11 その他 

  なお，センターの設置趣旨を踏まえると継続的な展開を図ることが望ましいことから既存法人の撤退などを 

 のぞき，更新によることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 運営法人名 法人所在地 

1 社会福祉法人七野会 北区大北山長谷町5 番地の 36 

2 医療法人葵会 北区紫竹西南町65 の 3，131 番地 

3 一般財団法人京都地域医療学際研究所 中京区壬生東高田町1 番9 

4 社会福祉法人柊野福祉会 北区上賀茂中ノ河原町22 番地の 1 

5 社会福祉法人京都福祉サービス協会 下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83 番地1 

6 公益社団法人京都保健会 中京区西ノ京塚本町11 番地 

7 社会福祉法人京都福祉サービス協会 下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83 番地1 

8 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83 番地1 

9 社会福祉法人京都社会事業財団 西京区山田平尾町17 番地 

10 社会福祉法人行風会 左京区大原戸寺町380 番地 

11 公益社団法人信和会 左京区田中飛鳥井町89 番地 

12 社会福祉法人市原寮 左京区静市市原町1278 番地 

13 医療法人三幸会 左京区岩倉上蔵町123 番地 

14 社会福祉法人バプテストめぐみ会 左京区北白川山ノ元町47 番地 

15 社会福祉法人市原寮 左京区静市市原町1278 番地 

16 社会福祉法人バプテストめぐみ会 左京区北白川山ノ元町47 番地 

17 医療法人社団洛和会 中京区西ノ京車坂町9 番地 

18 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 中京区西ノ京東中合町2 番地 

19 社会福祉法人京都福祉サービス協会 下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83 番地1 

20 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83 番地1 

21 社会福祉法人洛東園 東山区本町15 丁目794 番地 

22 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83 番地1 

23 社会福祉法人バプテストめぐみ会 左京区北白川山ノ元町47 番地 

24 医療法人社団洛和会 中京区西ノ京車坂町9 番地 

25 一般社団法人愛生会 山科区竹鼻四丁野町19 番地の 4 

26 社会福祉法人勧修福祉会 山科区勧修寺仁王堂町13 番地の 3 

27 社会福祉法人青谷福祉会 伏見区深草正覚町23 番地 

28 社会福祉法人緑寿会 山科区大塚野溝町3 番地 

29 医療法人健康会 下京区西七条南中野町8 番地 

30 医療法人財団康生会 下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841 番地の 5 

31 社会福祉法人京都福祉サービス協会 下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83 番地1 

32 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 中京区河原町通り三条上る下丸屋町423 番地 

33 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 中京区河原町通り三条上る下丸屋町423 番地 

34 社会福祉法人清和園 南区吉祥院石原橋上1 番地4 

35 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83 番地1 

36 医療法人同仁会（社団） 南区唐橋羅城門町10 番地 



 

№ 運営法人名 法人所在地 

37 社会福祉法人健光園 右京区嵯峨大覚寺門前六道町12 番地 

38 社会福祉法人健光園 右京区嵯峨大覚寺門前六道町12 番地 

39 社会福祉法人嵐山寮 右京区嵯峨天竜寺北造路町17 番地 

40 社会福祉法人富士園 右京区梅津尻溝町28 番地 

41 医療法人トキワ会 右京区常盤東ノ町22 番5 

42 社会福祉法人京都福祉サービス協会 下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83 番地1 

43 社会福祉法人北桑会 右京区京北上中町宮ノ下22 番地 

44 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83 番地1 

45 社会福祉法人京都社会事業財団 西京区山田平尾町17 番地 

46 社会福祉法人京都社会事業財団 西京区山田平尾町17 番地 

47 社会福祉法人京都基督教福祉会 西京区樫原百々ヶ池3 番地 

48 社会福祉法人洛西福祉会 西京区大枝北沓掛町1 丁目2 番地 

49 医療法人清仁会 西京区山田中吉見町11 番地の 2 

50 社会福祉法人永山会 伏見区下鳥羽但馬町150 番地 

51 社会福祉法人京都福祉サービス協会 下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83 番地1 

52 社会福祉法人洛南福祉会 伏見区向島新上林町16 番地 

53 社会福祉法人京都老人福祉協会 伏見区深草大亀谷東古御香町59・60 番地 

54 社会福祉法人伏見にちりん福祉会 伏見区淀美豆町1055 番地 

55 社会福祉法人健光園 右京区嵯峨大覚寺門前六道町12 番地 

56 社会福祉法人京都老人福祉協会 伏見区深草大亀谷東古御香町59・60 番地 

57 社会福祉法人京都老人福祉協会 伏見区深草大亀谷東古御香町59・60 番地 

58 社会福祉法人京都老人福祉協会 伏見区深草大亀谷東古御香町59・60 番地 

59 医療法人医仁会 伏見区石田森南町28-1 

60 社会福祉法人同和園 伏見区醍醐上ノ山町11 番地 

61 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 中京区河原町通り三条上る下丸屋町423 番地 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

高齢者包括支援ネットワークシステム保守委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

高齢者包括支援ネットワークシステム運用保守業務委託コンソーシアム 

京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

代表者 日本電気株式会社  
   

６ 契約金額（税込み） 

１６，８０７，７２０円 
 

７ 契約内容 

高齢者包括支援ネットワークシステム保守委託 

 

８ 随意契約の理由 

本システムは日本電気株式会社が著作権を有するソフトウェア（以下「パッケージソフト」とい

う。）を本市の独自のカスタマイズを行うことにより開発を行っているが，制度変更や機能改善のた

めに発生するシステムの仕様変更及び，障害発生時の不具合（当該パッケージソフトに起因する不

具合を含む。）の修正の際にはパッケーソフトの作り変えが必要となる場合がある。したがって，本

委託契約の業務を行えるのは当該パッケージソフトの著作権を有する日本電気株式会社に限られ

る。 

また，システムにおけるソフトウェア等の障害発生時には，障害の状況の把握，原因の分析，原

因箇所の特定，対処方法の案出，障害復旧作業の実施を行うこととなるが，障害の原因の分析及び

原因箇所の特定の際には，当該システムに関する詳細な知識又は技術情報が必要となる。本システ

ムに関する詳細な技術情報は，開発業者である日本電気株式会社のみが有しているため， も迅速，

かつ正確に原因分析を行うことができるのは日本電気株式会社である。 

したがって，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。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７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 

保健福祉局長寿社会部介護保険課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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賃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 

代表者 株式会社ＪＥＣＣ 

 

６ 契約金額（税込み） 

４０，５９０，７２０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 

以下のとおり相手方が特定されるため。 

(1)機器の選定  

   ア 介護保険オンラインシステムのホストコンピュータは日本電気㈱製の汎用機（ＡＣＯＳ） 

   であるが，設置するパソコンを，この汎用機の端末機として稼動させるためには，汎用機 

   のソフトウェアを端末機上で稼動させるためのエミュレイターソフトウェアが必要とな 

   る。このエミュレイターソフトウェアは，製造者が他に公開していない汎用機の設計思想， 

   構造及びＯＳその他のソフトウェアに関する技術情報を基に作成されるため，当該製造者 

   以外の者は作成することができない。  

  イ エミュレイターソフトウェアは，日本電気㈱が著作権を有するうえ，その内容は公開さ 

   れておらず，他の者に提供されていない。 

    したがって，日本電気㈱以外の者が作成した端末用機器の場合は，このエミュレイター 

   ソフトウェアについて動作確認されない。 

    さらに，ＡＣＯＳ端末機能を稼動させるためのエミュレイターソフトウェアについて動 

   作保証されている端末機器は，日本電気㈱が自らの業務用パソコンを基にＡＣＯＳ専用 

   の付属機器として独自仕様により開発したものであり，他の製品をもって代替することが 

   できない。  



 (2)障害発生時の機器等交換の必要性  

   システムに障害が発生した場合であっても，当事務を長時間停滞させないためには， 

  故障原因となった機器の交換を含め迅速に対応しなければならない。そのためには， 

  機器交換が可能な契約を締結する必要がある。  

 (3)機器指定と機器交換の可能な賃貸借契約  

   一般にレンタル契約は，貸し手があらかじめ不特定多数の借り手のために用意した物 

  件の中から必要な物件を選択して借りるものであって，故障した場合の交換が可能で 

  あるが，貸し手が特定の借り手のために対象物件を作製することはない。また，通常， 

  不特定多数の借り手が存在しない物件の場合は，貸し手が存在し得ない。本市が調達 

  しようとする端末機器等は，需要が少ない専用機器であるため，レンタル契約の対象 

  物件として取り扱っている者がない。一方で，一般にリース契約では，特定の借り手 

  のために借り手がメーカーから調達するものであって，特定の物件を指定することが 

  可能だが，貸し手は，そのような特定の物件を他の借り手に貸すことができないこと 

  から，故障の場合の交換は不可能である。  

   株式会社ＪＥＣＣは，借り手の個別の要望に応じた物件をメーカーから調達して貸 

  し，当該物件に障害が発生した場合の交換を可能とする契約をレンタル契約と呼称し 

    て提供している。このような契約の履行が可能な者は，他にない。 

 

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のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

 介護認定審査会運営支援システム機器等保守業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部介護保険課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

岡山市中区藤崎５６４番地の５ 

株式会社 リオス 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，２４２，７０８円 

 

７ 契約内容 

介護認定審査会運営支援システム機器等の保守業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  要介護認定の審査判定は厚生労働省が配布する専用ソフトウェア「認定ソフト２００９」を用い 

 て実施するものであるが，膨大なデータ管理を行うために株式会社リオスが開発したソフトウェア 

 「ＳＩＧＮＡ介護保険」を導入し，同ソフトウェアの機能に合わせたインターフェースプログラム 

 や周辺機器等を構築しており，認定審査会用資料の一括作成及び認定データベース一元管理を行っ 

 ている。 

  同システムを構成する機器（ハードウェア）のリース及び操作・運用業務は同社以外にも実施が 

 可能であることから分離して調達しているが，保守については，同システムソフトウェアの開発元 

 である同社が保有する著作権を使用するとともに，障害発生時のオンサイト対応による即日復旧や 

 個人情報を含むデータベースの適切なプログラム管理，また，業務効率化のためのリビジョンアッ 

 プ対応など運用サポート業務を的確に実施することが不可欠であることから，同システムソフトウ 

 ェアの開発元であり，かつ，同システムについて豊富な知識と高度な技術を有する同社を委託先と 

 して選定する。 

 

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 

  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 

介護保険制度改正等に係るシステム改修 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部介護保険課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  介護保険制度改正に係るシステム改修(平成27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８京都三井ビルディング 

代表者 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１９，２４８，２３０円 

 

７ 契約内容 

介護保険事務処理システムにおいて，平成27年度介護保険制度改正に係る電算システムの改修を

行う。 

 

８ 随意契約の理由 

以下のとおり相手方が特定されるため。 

介護保険システムは，住民基本台帳，市民税など本市既存システムの利用を前提として 

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，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１２年度以降，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。  

 今回の要件定義の契約は，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株式会社を 

代表者とするコンソーシアムに委託する。  

（１）既存システムの状況について  

 現行の介護保険システムにかかる開発については日本電気株式会社が行っており，ファ 

イル，画面，帳票等の定義情報を閲覧するには，ATSS，CASEWORLD等のソフトウェア 

が必要となり，それらの著作権については，日本電気株式会社が有している。 

このため，他の業者では作業を行うことが不可能であり，他社との競争が成立せず競争入札に 

適さないため，同社が代表幹事を務めるコンソーシアムを契約相手方として，随意契約 

を行うものである。  



なお，日本電気株式会社のみでは今回のシステム改修の内容規模は完成することが不可能だが， 

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社（日本電気株式会社のシステム開発部門）及び 

株式会社ソフィア(システム開発企業)をコンソーシアムに参加させ以下役割を分担することで， 

完成できると考えられることから，同コンソーシアムを委託先として選定する。 

 ・日本電気株式会社 

   作業全体責任，全体スケジュール管理，品質管理，開発室管理 

 ・ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 

   日本電気株式会社及び株式会社ソフィアが実施する業務に係る作業支援 

 ・株式会社ソフィア 

   個別スケジュール管理，アプリケーション改造 

 

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のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

介護保険料に係る領収済通知書等の電子データの作成及び加工等業務 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部介護保険課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

（当初） 

・大阪府吹田市豊津町９番１号  ＴＩＳ株式会社 

・大阪府吹田市江の木町１１－３０  ＴＩＳシステムサービス株式会社 

（変更後） 

・大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 ＴＩＳ株式会社 

・大阪府吹田市江の木町１１－３０  ＴＩＳシステムサービス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）６，８９３，０８２円 

 

７ 契約内容 

 (１)介護保険料に係る市会計管理者扱いの領収済通知書の内容を，磁気テープに収録すること。  

(２)介護保険料に係る口座振替依頼に関する磁気テープを，前号の磁気テープと同一仕様に編集 

   すること。 

 (３)前２号の磁気テープの内容と収納金を照合すること。 

 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  本件委託業務は，介護保険料領収済通知書を基にして，穿孔入力により当該領収済通知書の内容

を磁気テープに収録し，また介護保険料口座振替に関する磁気テープの内容を前テープに混入させ，

それらの内容と指定金融機関である三菱東京ＵＦＪ銀行で集計される収納金を照合するものであ

る。 

  公金の収納事務はその事務の性格上，極めて高度な信頼性と安全性が必要であり，市民に与える

影響も多大であることから，誤りが許されないばかりか，本市の資金運営上から遅滞することも許

されないため。 

 

 



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 

  ＴＩＳ株式会社及びＴＩＳシステムサービス株式会社と三菱東京ＵＦＪ銀行間には照合作業に  

 おいて不一致が生じた場合の原因究明を遅滞なく行えるシステムや三菱東京ＵＦＪ銀行に取りま 

 とめられる領収済通知書の速やかな運搬ルートが構築されているため。 

 

 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  介護認定審査会運営支援システムに係る電子複写機の保守及び消耗品等 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局長寿社会部介護保険課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８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 

富士ゼロックス京都株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）６，７９９，８４９円 

 

７ 契約内容 

  介護認定審査会運営支援システムに係る電子複写機の保守及び消耗品等の供給 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

電子複写機を継続して安定的に使用するためには，電子複写機の保守及び消耗品等の供給が不可

欠であるが，当該供給を行う者については，電子複写機についての豊富な知識，高度な技術ととも

に，故障時には直ちに修理，調整する体制を有する必要がある。 

 介護認定審査会運営支援システムで使用する電子複写機（富士ゼロックス社製

DocuCentreIV6080DC）に係る即日保守及び消耗品等の供給業務に必要な技術情報及び体制を有して

いる者は，製造販売業者である「富士ゼロックス京都株式会社」のみであり，当該業務を行うこと

ができる者が他にないため同者を契約相手方として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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度フッ化物歯面塗布事業委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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東栂ノ尾町１番地 

一般社団法人 京都府歯科医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）６，９３１，２６８円 

 

７ 契約内容 

フッ化物歯面塗布と口腔保健指導の実施 

 

８ 随意契約の理由 

 本事業は，市民の方に医療行為（フッ化物歯面塗布及び口腔保健指導）を提供するものであり，  

その実施にあたっては一定以上の水準で良質であることが求められる。  

 また，より多くの市民の方が受診できる体制と，十分な経験を有する歯科医師が継続的かつ安 

定的に供給（確保）できなければ遂行できない業務であり，契約の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 

 選定にあたっては，より多くの市民の方がフッ化物歯面塗布を受診できる体制と，十分な経験 

を有する歯科医師等の継続的かつ安定的な確保が重視される。 

 京都府歯科医師会は，歯科専門性を有した京都府唯一の団体であり，多くの歯科医師が会員と  

して属している。そのため，本団体以外に事業の円滑な遂行に必要な施設と医療従事者を確実に 

確保できないことから，委託先として選定したものである。 

 



11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度風しん抗体検査委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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東栂尾町6  

一般社団法人 京都府医師会  

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）１５，０８６，４００円 

 

７ 契約内容 

京都市が実施する風しん抗体検査の検査委託 

 

８ 随意契約の理由 

  抗体検査は医療行為であるため，受検費用は統一した価格を設定する必要がある。よって，当該

契約は，通常の価格競争原理にはなじまないため。 

 

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 

京都府医師会は，市内医療機関のほとんどの医師が加入している団体であり，市内において同会

と同規模の組織構成数を持つ団体はなく，市民の抗体検査機会の確保に有用であるとともに，加入

医師に対して専門的立場からの指示徹底を統括できる主体であるため。   

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度予防接種委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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東栂尾町６ 

一般社団法人京都府医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）３，１２３，１７５，９２８円 

 

７ 契約内容 

京都市が実施する予防接種の接種委託 

 

８ 随意契約の理由 

予防接種は医療行為であるため医師のみが行えるところ，実施にあたっては対象者に対し，平等 

 に接種できる機会，条件が与えられなければならない。このため，より多くの協力医療機関を確保 

 する必要があり，また，これらに対して専門的立場からの助言，指示等を統括できる主体であるこ 

 とが望ましい。 

  以上の点にかんがみると業務実施者である医師が多く所属している団体と一括契約することが有 

 用であり，この場合，競争入札には適さない。 

 

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 

  京都府医師会は市内医療機関のほとんどの医師が加入している団体であり，かつ，現在も約１， 

 ６００の予防接種協力医療機関を有しており，市内において同会と同規模の団体はなく，市民の接 

 種機会の確保に有用であるため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度予防接種審査事務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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６２０番地 ＣＯＣＯＮ烏丸内 

京都府国民健康保険団体連合会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）２１，６７５，５５４円 

 

７ 契約内容 

京都市が実施する予防接種の接種委託料の請求書審査事務委託 

 

８ 随意契約の理由 

   当該契約の内容は，医療機関で実施した予防接種に係る経費の診査支払事務の委託である。その 

  業務にあたっては，国民健康保険をはじめとする各種医療制度に係る審査支払事務に習熟しており， 

   豊富な知識及び経験を有している必要があることから，価格競争のみによって契約相手方を定める 

   ことはできないため。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

   本業務の実施が可能な団体は，毎月，医療機関からの診療報酬請求や診療報酬明細書の取りまと 

  め，当該書類の審査について十分及び国民健康保険等の医療保険者からの診療報酬請求明細書の審 

  査支払業務を受託している京都府国民健康保険団体連合会のみであるため。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度胸部（結核・肺がん）検診委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１５日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１５日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

①京都市中京区西ノ京左馬寮町２８ 

 一般財団法人 京都予防医学センター   

②京都市中京区西ノ京北壺井町６７番地 

 一般財団法人 京都工場保健会 

③京都市中京区三条通高倉東入桝屋町５８番地・５６番地 

 公益財団法人 京都健康管理研究会  

④京都市山科区川田御出町３－４ 

 一般社団法人 京都微生物研究所  

 ⑤京都市伏見区淀木津町６１２－１２ 

 医療法人社団 淀さんせん会 金井病院  

 ⑥京都市上京区下立売通釜座東入藪ノ内町８５番地の３・８５番地の４合番地 

 警察共済組合 京都府支部   

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）２１，６３９，８８０円 

 

７ 契約内容 

感染症法等に基づく市民に対する胸部検診を実施するに当たり，胸部Ｘ線間接撮影等を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

本件業務は，年間約２５０箇所で実施し，同日に複数会場で行われることもあり，検診業者が検

診車両を相当数保有する必要があるが，市内で本件業務に十分な検診車数を保有する業者はなく，

競争入札により一社を選定することが困難なため随意契約を行っている。 

 

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 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度食鳥検査の委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市南区西九条西柳ノ内町２８－２ 

公益社団法人 京都保健衛生協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，７００，８００円 

 

７ 契約内容 

  次に掲げる食鳥処理場における食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第１５条第１項

から第３項に規定する検査及び関連する事務を実施する。 

       名   称 ： 中央食鶏株式会社 

   所 在 地 ： 京都市下京区梅小路東中町１０４の３ 

 

８ 随意契約の理由 

（１）食鳥検査は本来行政機関が行う業務であるが，検査員の確保や深夜早朝の検査体制上の問題か

ら，民間活力を導入，委託することが行政効率からして も適している。 

（２）契約内容が，食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく食鳥検査であり，委託

する場合は同法第２１条第１項に基づき厚生労働大臣が指定する指定検査機関のみ可能で，競争

入札に適さない。 

 

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 

（１）現在，京都市内には，公益社団法人京都保健衛生協会と公益社団法人京都府獣医師会の２つの

指定検査機関があるが，公益社団法人京都府獣医師会は舞鶴と福知山にある食鳥処理場の食鳥検

査を京都府から委託されており，京都市内の食鳥処理場の食鳥検査を行う余力がない。 



（２）公益社団法人京都保健衛生協会は食鳥検査が義務づけられた平成４年４月１日から２２年間滞

りなく食鳥検査を実施してきており，本市の食鳥検査の委託を行うに適した指定検査機関であ

る。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度高齢者筋力トレーニング普及推進ボランティア養成講座委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市南区西九条南田町１番地の２ 

公益財団法人 京都市健康づくり協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，００２，０００円 

 

７ 契約内容 

高齢者筋力トレーニング普及推進ボランティア養成講座の開催及びボランティアの活動支援 

 

８ 随意契約の理由 

公益財団法人京都市健康づくり協会が開発した運動プログラム「京から始めるいきいき筋力トレ

ーニング」や「京ロコステップ＋10」，その他の介護予防知識に関し，地域において普及推進するボ

ランティアを養成することが目的であり，競争入札に適さない。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  本講座は，地域において運動プログラムの普及推進を担う人材の育成を行うため，講座修了者が，

運動を普及啓発できるよう適切な指導を行うことが求められている。 

  公益財団法人京都市健康づくり協会は，本事業で普及推進する「京から始めるいきいき筋力トレ

ーニング」，「京ロコステップ＋10」の作成者であり，運動に関する知識・技術の熟知はもとより，

京都市健康づくりプランの拠点施設として健康運動指導士及び医師等の専門職員の確保や，普及推

進のための指導用教材も豊富に取り揃えているため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度介護予防普及啓発事業（南部）委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市南区西九条南田町１番地の２ 

公益財団法人 京都市健康づくり協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）１３，７８４，６８０円 

 

７ 契約内容 

高齢者筋力トレーニング普及推進事業，シニア栄養相談，すこやか栄養教室及びスマイル栄養塾

の実施 

 

８ 随意契約の理由 

介護予防普及啓発事業は，地域支援事業として要支援・要介護状態になるおそれのある対象者に，

生活機能の低下を予防する「運動器の機能向上」及び「栄養改善」を実施するものである。介護予

防は，特定の機能の改善のみではなく，「運動器の機能向上」や「栄養改善」を総合的に実施する方

が効果的であるが，市内において指導用トレーニング機器と調理実習室が同一施設内に整備されて

いる施設は京都市健康増進センターに限られているため,競争入札に適さない。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

平成２７年度高齢者筋力トレーニング普及推進事業（北部）委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８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柳馬場東入ル中之町２番地 

公益財団法人 京都ＹＭＣＡ 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）７，２１２，０００円 

 

７ 契約内容 

高齢者筋力トレーニング普及推進事業 

 

８ 随意契約の理由 

本事業は，高齢者に対して，筋力向上のための運動プログラムを提供することにより，健康の増

進並びに生活機能の維持及び向上を図り，要支援・要介護状態となることを予防すること等を目的

としており，本事業を適切に実施するためには，事業に対する意欲を有し，専門分野における一定

のノウハウや当該エリア内における一定の事業実績を有している必要があることから，その目的が

競争入札に適さない。 

 

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 

委託者を選定するに当たり，ホームページ等を通じて募集したところ，１法人（公益財団法人京

都ＹＭＣＡ）の応募があった。今回の応募事業者は１法人のみであったが，プロポーザル方式に

より，企画提案書に係る書面審査及びプレゼンテーションを実施した結果，公益財団法人京

都ＹＭＣＡが評価できる点数であったため，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 

  平成２７年度胃がん検診委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８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東栂尾町６  

一般社団法人 京都府医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）４０，４５３，１２７円 

 

７ 契約内容 

  胃がん検診の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  市民に対し，同一内容の精度の高い検診を提供するには，診療報酬点数に基づいた適正な金額を設定す

る必要がある。また，実施に当たっては，より多くの市民の方が受診できる体制と十分な経験を有する医

師が継続的かつ安定的に供給（確保）されなければならないことから，その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 

  胃がん検診については，より多くの市民の方が受診できる体制と十分な経験を有する医師等の継続的か

つ安定的な確保が必要であり，これを満たす契約相手方は，一般社団法人京都府医師会のみであるため。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  平成２７年度子宮がん検診委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８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東栂尾町６  

一般社団法人 京都府医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）１１５，０８５，１４０円 

 

７ 契約内容 

  子宮がん検診の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  市民に対し，同一内容の精度の高い検診を提供するには，診療報酬点数に基づいた適正な金額を設定す

る必要がある。また，実施に当たっては，より多くの市民の方が受診できる体制と十分な経験を有する医

師が継続的かつ安定的に供給（確保）されなければならないことから，その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 

  子宮がん検診については，より多くの市民の方が受診できる体制と十分な経験を有する医師等の継続的

かつ安定的な確保が必要であり，これを満たす契約相手方は，一般社団法人京都府医師会のみであるため。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  平成２７年度大腸がん検診委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８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東栂尾町６  

一般社団法人 京都府医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）２９，６５２，８８５円 

 

７ 契約内容 

  大腸がん検診の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  市民に対し，同一内容の精度の高い検診を提供するには，診療報酬点数に基づいた適正な金額を設定す

る必要がある。また，実施に当たっては，より多くの市民の方が受診できる体制と十分な経験を有する医

師が継続的かつ安定的に供給（確保）されなければならないことから，その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 

  大腸がん検診については，より多くの市民の方が受診できる体制と十分な経験を有する医師等の継続的

かつ安定的な確保が必要であり，これを満たす契約相手方は，一般社団法人京都府医師会のみであるため。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  平成２７年度乳がん検診委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８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東栂尾町６  

一般社団法人 京都府医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）１０３，４８１，６６８円 

 

７ 契約内容 

  乳がん検診の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  市民に対し，同一内容の精度の高い検診を提供するには，診療報酬点数に基づいた適正な金額を設定す

る必要がある。また，実施に当たっては，より多くの市民の方が受診できる体制と十分な経験を有する医

師が継続的かつ安定的に供給（確保）されなければならないことから，その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 

  乳がん検診については，より多くの市民の方が受診できる体制と十分な経験を有する医師等の継続的か

つ安定的な確保が必要であり，これを満たす契約相手方は，一般社団法人京都府医師会のみであるため。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  平成２７年度肺がん検診委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８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東栂尾町６  

一般社団法人 京都府医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）７，８７３，１２０円 

 

７ 契約内容 

  肺がん検診の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  市民に対し，同一内容の精度の高い検診を提供するには，診療報酬点数に基づいた適正な金額を設定す

る必要がある。また，実施に当たっては，より多くの市民の方が受診できる体制と十分な経験を有する医

師が継続的かつ安定的に供給（確保）されなければならないことから，その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 

  肺がん検診については，より多くの市民の方が受診できる体制と十分な経験を有する医師等の継続的か

つ安定的な確保が必要であり，これを満たす契約相手方は，一般社団法人京都府医師会のみであるため。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  平成２７年度前立腺がん検診委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８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東栂尾町６  

一般社団法人 京都府医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）１５，９６８，６４９円 

 

７ 契約内容 

  前立腺がん検診の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  市民に対し，同一内容の精度の高い検診を提供するには，診療報酬点数に基づいた適正な金額を設定す

る必要がある。また，実施に当たっては，より多くの市民の方が受診できる体制と十分な経験を有する医

師が継続的かつ安定的に供給（確保）されなければならないことから，その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 

  前立腺がん検診については，より多くの市民の方が受診できる体制と十分な経験を有する医師等の継続

的かつ安定的な確保が必要であり，これを満たす契約相手方は，一般社団法人京都府医師会のみであるた

め。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  平成２７年度京都市健康診査・保健指導委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８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東栂尾町６  

一般社団法人 京都府医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）６，８８４，０００円 

 

７ 契約内容 

  健康増進法第１９条の２に基づく健康診査及び保健指導 

 

８ 随意契約の理由 

  市民に対し，同一内容の精度の高い検診を提供するには，診療報酬点数に基づいた適正な金額を設定す

る必要がある。また，実施に当たっては，より多くの市民の方が受診できる体制と十分な経験を有する医

師が継続的かつ安定的に供給（確保）されなければならないことから，その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 

  健康増進法第１９条の２に基づく健康診査及び保健指導については，より多くの市民の方が受診できる

体制と十分な経験を有する医師等の継続的かつ安定的な確保が必要であり，これを満たす契約相手方は，

一般社団法人京都府医師会のみであるため。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  平成２７年度がんセット検診委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

   

３ 契約締結日 

  平成２７年９月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年９月１日から平成２８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左馬寮町２８ 

  一般財団法人 京都予防医学センター 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）３２，０４４，７２０円 

 

７ 契約内容 

  がんセット検診の実施委託 

 

８ 随意契約の理由 

  市民に対し，同一内容の精度の高い検診を提供するには，診療報酬点数に基づいた適正な金額を設定

する必要がある。また，実施に当たっては，より多くの市民の方が受診できる体制と十分な経験を有す

る医師が継続的かつ安定的に供給（確保）されなければならないことから，その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 

平成２７年９月から平成２８年３月までの期間に市民の方が５つのがん検診を受診できる体制と十分

な経験を有する医師，技師等の継続的かつ安定的な確保が必要であり，これを満たす業者は，一般財団

法人京都予防医学センターの他に見当たらず，委託先として選定したものである。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  平成２７年度妊婦健康診査実施の委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  ①京都市中京区西ノ京東栂尾町６番地 

   一般社団法人 京都府医師会 

  ②京都市中京区西ノ京南両町３３ 

   公益社団法人 京都府助産師会 

  ③滋賀県栗東市綣１丁目１０番７号 

   社団法人 滋賀県医師会 

  ④大阪市天王寺区上本町２丁目１番２２号 

   社団法人 大阪府医師会 

  ⑤兵庫県神戸市中央区磯上通６丁目１番１１号 

   社団法人 兵庫県医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）９６２，６１０，０００円 

 

７ 契約内容 

  母子保健法に基づく，妊婦健康診査の実施を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

  市民に対し，同一内容の精度の高い健診を提供する必要があるため，診療報酬点数に基づいた適

正な金額を設定するなど，契約の内容が健康診査及び保健指導の委託であることから，契約の目的

が競争入札に適さない。 

 

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 



  妊婦健康診査については，医療機関及び助産所においてのみ実施が可能である。多くの市民が利

用する京都府下及び近隣府県の医療機関及び助産所においては一様に受診できる体制が望ましく，

これを満たすことのできる業者は，社団法人京都府医師会，社団法人京都府助産師会，社団法人滋

賀県医師会，社団法人大阪府医師会及び社団法人兵庫県医師会のみであるため委託先として選定し

た。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  平成２７年度妊婦健康診査審査支払事務の委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８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６２０番地 ＣＯＣＯＮ烏丸内 

  京都府国民健康保険団体連合会 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）１３，９６０，１２３円 

 

７ 契約内容 

  母子保健法に基づく，妊婦健康診査に係る診査費の審査支払事務を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

  当該契約の内容は，医療機関で実施した妊婦健康診査に係る診査費の診査支払事務の委託である。そ 

 の業務にあたっては，国民健康保険をはじめとする各種医療制度に係る審査支払事務に習熟しており， 

 豊富な知識及び経験を有している必要があることから，価格競争のみによって契約相手方を定めること 

 はできないため。 

 

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  本業務の実施が可能な団体は，毎月，医療機関からの診療報酬請求や診療報酬明細書の取りまとめ， 

 当該書類の審査について十分及び国民健康保険等の医療保険者からの診療報酬請求明細書の審査支払業 

 務を受託している京都府国民健康保険団体連合会のみであるため。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  平成２７年度育児支援ヘルパー派遣事業の委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  ①京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３番地の１ ひと・まち交流館４階 

   社会福祉法人 京都福祉サービス協会 

  ②京都市右京区京北上中町宮ノ下２２番地 

   社会福祉法人 北桑会 訪問介護事業所豊和園 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）１８，７４８，０００円 

 

７ 契約内容 

  京都市育児支援ヘルパー派遣事業の実施を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

  契約内容が，母親の産後うつ，育児ノイローゼ等の問題により養育支援を必要とする家庭の支援であ

り，その実施に当たっては母子保健に関する専門性を必要とすることから，契約の性質が競争入札に適

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 

  福祉サービス協会については，市内全域を対象とした多数の登録ヘルパーを確保し，継続的に安定し

た事業実施が見込める事業者として選定した。 

豊和園については，京北地域をエリアとする事業所２箇所の内，介護保険法及び障害者総合支援法に

よるホームヘルプサービス事業の実績及びヘルパーの派遣体制を踏まえ選定した。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  京都市スマイルママ・ホッと事業委託業務 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 

 

３ 契約締結日 

  平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  ①京都市左京区下鴨高木町４０番地 

   医療法人 仁愛会 川村産婦人科 

  ②京都市中京区宮本町７９５ 

   山元病院 

  ③京都市中京区壬生東高田町１番地の２  

   地方独立行政法人 京都市立病院機構 京都市立病院 

  ④京都市下京区万寿寺通烏丸西入御供石町３５７ 

   医療法人 種田産婦人科 

  ⑤京都市下京区西七条市部町１３２番地 

   南部産婦人科医院 

  ⑥京都市下京区西洞院通松原下ル永倉町５５８  

   医療法人社団 美友会 産科・婦人科松本クリニック 

  ⑦京都市南区四ツ塚町１番地 

   医療法人財団 今井会 第二足立病院 

  ⑧京都市右京区太秦垂箕山町１３番地３ 

   医療法人 柏木産婦人科 

  ⑨京都市西京区山田久田町１番地９ 

   医療法人社団 ハシイ産婦人科 

  ⑩京都市山科区安朱中小路町２８－１ 

   まこと助産院 

  ⑪京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町２０－４５ 

   髙橋助産院 

  ⑫京都市西京区上桂宮ノ後町６－８ 

   医療法人 倖生会 身原病院 

  ⑬京都市山科区音羽珍事町２番地 

   医療法人社団 洛和会 洛和会音羽病院 

  ⑭京都市伏見区銀座町２丁目３４２  



   医療法人 藤田産科婦人科医院 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （予定総額）１３，７９６，０００円 

 

７ 契約内容 

  京都市スマイルママ・ホッと事業実施要綱に基づく事業を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

  産後の体調不良，又は育児に不安あり，かつ家族から母子への支援が受けられない方への支援を，京

都市内の全地域の医療機関等で提供する必要がある。 

 そのため，本市から行った医療機関等への受託希望調査において，本市と委託契約を締結したい旨申

し出たもののうち，要綱第２条に定める設備基準等を満たすものとの委託であることから，契約の目的

が競争入札に適さない。 

 

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 

  妊産後の母親が身近な地域で安心して育児を開始できることを考慮し，京都市内の全地域で実施でき

る体制が望ましい。本市から行った医療機関及び助産所への受託希望調査において，受託の希望があっ

たため。 

 

 

 

 
 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度犬鑑札等の交付事務及び登録手数料等の徴収並びに収納事務等の委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局保健衛生推進室医務衛生課 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区西七条掛越町６５番地 

公益社団法人 京都市獣医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）８，８９７，０４０円 

 

７ 契約内容 

①狂犬病予防法に基づく犬鑑札，狂犬病予防注射の注射済票の交付 

②京都市犬の登録手数料及び注射済票交付手数料徴収規則に基づく犬の登録券及び注射済票交付 

券の交付 

③狂犬病予防法に基づく犬の登録手数料及び狂犬病予防注射の注射済票交付手数料の徴収事務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 契約内容が犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料の公金収納事務であり，契約内容

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１０条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本委託は，獣医院が鑑札及び注射済票の交付等に係る業務を実施するものであり，市民サービス

の向上にあたり，委託対象となる団体は市内の開業獣医院が も多く所属する団体である必要があ

る。公益社団法人京都市獣医師会は，条件を満たす唯一の団体であるため，本委託契約相手として

選定する。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市環境情報処理システム保守業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局保健衛生推進室衛生環境研究所 

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 

環境計測株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，４５１，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市環境情報処理システムを構成している各機器及びソフトウェア一式の保守，点検を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

京都市環境情報処理システムの構成機器は環境計測（株）と平成２６年１１月１日から５年間の

リース契約を締結している。また，システム全体を制御するプログラムも環境計測（株）が独自に

開発したものである。各機器の構造及びプログラム等に関する詳細かつ正確な技術情報を有し，本

業務を遂行できるのは同株式会社のみである。 

 

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 

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 

京都市桃陽病院給食調理等業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局桃陽病院  

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２７年４月１日 

（変更後）平成２７年６月５日 

 

４ 履行期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市阿倍野区阪南町５丁目３番地５号 

株式会社 ニチダン 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）２４，２３３，９０４円 

（変更後）２４，２６４，９４８円 

 

７ 契約内容 

桃陽病院における給食調理等 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

アレルギー・心身症の患者の割合が高いことから，桃陽病院の給食調理業務においては，アレル

ギー食材除去，好き嫌い対応等，治療の一環としての食事の提供にきめ細やかな対応が必要である。

安心・安全な食事を提供するため，質の高い衛生管理はもとより，これらの能力に優れている者を

選択して契約するには，価格以外に調理業務に関して業者が保有するノウハウ，業務に従事する職

員の能力と教育訓練の取組，業務の繁閑に柔軟に対応する体制等を比較する必要があるため，委託

業者選定については，公開型プロポーザルによる選定方法を採用している。 

※契約変更理由 

物品有償貸与契約の貸与物品の変更に伴う契約金額の変更。 

 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 



上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市桃陽病院における医事業務 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局桃陽病院  

 

３ 契約締結日 

平成２７年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７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 

京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６０ 日本生命四条ビル８Ｆ 

株式会社 ソラスト 

 

６ 契約金額（税込み） 

２３，５２２，４００円 

 

７ 契約内容 

桃陽病院における医事業務 

 

８ 随意契約の理由 

医事窓口業務及び京都市公金出納事務の業務委託については，市民に対しより良いサービスの 

提供を行う必要があるため，正確かつ迅速な事務処理，丁寧な対応，利用者の立場に立った事務処

理方法の改善提案等に関する能力が求められる。これらの能力が優れている者を選択して，契約す

るためには，価格以外に医事業務に関して業者が保有するノウハウ，業務に従事する職員の能力と

教育訓練の体制，業務の繁閑に柔軟に対応する体制等を比較する必要があるため，委託業者選定に

ついては，公開型プロポーザルによる選定方法を採用している。 

 

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 

上記８のとおり 

 

11 その他 

 

 


