
001 平成28年01月21日
社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修（特別児童扶養手当シス
テム）委託

6,264,000 
保健福祉局障害保健福
祉推進室

株式会社 佐賀電算センター
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

002 平成27年12月04日 「精神保健業務管理システム」の開発･導入･保守管理に係る委託 7,352,640 
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 ＤＴＳ　ＷＥＳＴ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成28年03月07日
京都市年金生活者等支援臨時福祉給付金支給に係るシステム改修等委託
業務

23,922,540 
保健福祉局生活福祉部
地域福祉課

京都市年金生活者等支援臨時福祉
給付金支給に係るシステム開発等
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

004 平成27年11月30日
納付猶予の法改正対応によるシステム改修　他２件（国民年金オンライ
ンシステム）

9,366,786 
保健福祉局生活福祉部
保険年金課

「納付猶予の法改正によるシステ
ム改修　他２件」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

005 平成28年02月15日 社会保障・税番号制度導入に伴う児童扶養手当システム改修(サーバ系) 10,463,904 
保健福祉局子育て支援
部児童家庭課

「社会保障・税番号制度導入に伴
う児童扶養手当システム改修
(サーバ系)」 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

006 平成28年03月31日 平成27年度ファミリーサポート事業に係る委託
（当初）31,968,000

（変更前）32,047,080
（変更後）32,504,124

保健福祉局子育て支援
部児童家庭課

公益社団法人　京都市児童館学童
連盟

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

007 平成28年03月31日 平成27年度放課後ほっと広場事業の委託
（当初）50,997,980

（変更前）51,938,292
（変更後） 53,256,549

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

008 平成28年03月31日 「京都やんちゃフェスタ２０１５（第１部）」の実施の委託
（当初）14,902,000

（変更後）15,118,000

保健福祉局子育て支援
部児童家庭課

公益社団法人　京都市児童館学童
連盟

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

009 平成28年03月31日 平成27年度京都市児童館事業（民設児童館）の委託 　

（当初）843,786,225

（変更前）840,130,824

（変更前）870,293,353

（変更前）892,730,798

（変更後）905,218,059

保健福祉局子育て支援
部児童家庭課

社会福祉法人　京都社会福祉協会
ほか35件

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

010 平成28年03月31日 平成27年度児童館・学童保育所職員研修の委託
（当初）13,564,240

（変更後）13,780,240

保健福祉局子育て支援
部児童家庭課

公益社団法人　京都市児童館学童
連盟

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

011 平成28年03月31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

（当初）9,414,928
（変更後）9,622,367

保健福祉局子育て支援
部児童家庭課

公益社団法人　京都市児童館学童
連盟

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

012 平成28年03月31日 平成27年度学童クラブ事業（民設学童保育所）の委託

（当初）10,928.480

（変更前）11,203,549

（変更前）11,613,752

（変更前）11,817,804

（変更後）15,159,595

保健福祉局子育て支援
部児童家庭課

社会福祉法人　信愛保育園
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

013 平成27年10月23日
個人番号の利用に係る京都市子ども・子育て支援制度システム改修業務
委託

7,682,040 
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

014 平成27年10月09日 介護保険制度改正に係るシステム改修(平成２７年度追加分) 56,160,000 
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年度追加分)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

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名

随意契約一覧表

契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）



契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名

随意契約一覧表

契約の相手方の名称 根拠法令
契約金額（税込）

（単位：円）

015 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
(当　初)40,590,720
(変更後)40,309,488

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

016 平成27年04月01日 予防接種実施業務に関する委託契約の一部変更
予定
総額

(当初)3,144,851,482
(変更後)3,241,997,482

保健福祉局保健衛生推
進室保健医療課

一般社団法人　京都府医師会（そ
の他７６件）

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

017 平成27年10月01日
高齢者インフルエンザ・肺炎球菌予防接種自己負担区分証明書発行業務
に係る労働者派遣

予定
総額

13,177,728 
保健福祉局保健衛生推
進室保健医療課

株式会社　キャリアパワー
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

018 平成27年10月15日 高齢者インフルエンザ・肺炎球菌予防接種実施に関する委託（老健施設等）
予定
総額

11,041,855 
保健福祉局保健衛生推
進室保健医療課

医療法人社団行陵会 おおはら雅
の郷（その他５１件）

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

019 平成27年11月01日 平成２７年度大腸がん郵送検診の委託
予定
総額

11,953,050 
保健福祉局保健衛生推
進室保健医療課

一般社団法人　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

020 平成27年12月25日 鞍馬歯科診療所機器更新 5,323,320 
保健福祉局保健衛生推
進室医務衛生課

株式会社　モリタ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

021 平成27年10月07日 京都市中央斎場整備工事　ただし，動物炉耐火材修繕工事 2,894,400 
保健福祉局保健衛生推
進室医務衛生課

株式会社　宮本工業所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号



 

随意契約締結結果報告書 

１ 件名 

  社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修（特別児童扶養手当システム）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２８年１月２１日 

 

４ 履行期間 

  平成２８年１月２１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 

佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７ 

株式会社 佐賀電算センター  

 

６ 契約金額（税込み） 

  ６，２６４，０００円 

 

７ 契約内容 

  社会保障・税番号制度導入に伴う特別児童扶養手当システムの改修 

 

８ 随意契約の理由 

  現在，本市では，株式会社佐賀電算センターが開発している「特別児童扶養手当システム」を導

入し，受給者等の管理を行っている。本システムは同社所有のパッケージソフトウェアであり，改

修は同社でしか行えないため，競争入札による業者の選定は適さず，同社を契約の相手方とする 

 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 

□特例政令第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８項に記載のとおり 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「精神保健業務管理システム」の開発･導入･保守管理に係る委託 

 

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１２月４日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月７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仏光寺下ル大政所町６８０ インターワンプレイス烏丸２ 

株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴ 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，３５２，６４０円 

 

７ 契約内容 

  「精神保健業務管理システム」の開発･導入･保守管理 

 

８ 随意契約の理由 

本件業務は，自立支援医療費（精神通院）支給制度及び精神障害者保健福祉手帳交付制度につい

て，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，

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，株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴ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 

京都市年金生活者等支援臨時福祉給付金支給に係るシステム改修等委託業務 

 
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２８年３月７日 

 
４ 履行期間 

平成２８年３月７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 

京都市年金生活者等支援臨時福祉給付金支給に係るシステム開発等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 

日本電気株式会社 京都支社 

 
６ 契約金額（税込み） 

 ２３，９２２，５４０円 
  

７ 契約内容 

平成２８年前半に支給を行う年金生活者等支援臨時福祉給付金について，平成２７年度中に

必要なシステム改修等の事務準備を内容とする委託契約 

 
８ 随意契約の理由 

  平成２８年度に支給を行う年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）支給事業につい

ては，給付金の支給対象者が平成２７年度臨時福祉給付金の支給要件を満たす者のうち，平成

２８年度中に６５歳となる者とされているため，年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向

け）の支給判定を行うためには，平成２７年度臨時福祉給付金支給事務において使用したシス

テム及び対象者情報を用いる必要がある。 
  平成２７年度臨時福祉給付金の支給に関する対象者情報は，臨時福祉給付金申請支給支援業

務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２７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２７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，年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事務の実施に向けたシステム改修ができる

者が平成２７年度臨時福祉給付金申請支給支援業務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２７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。 
  よって，本件は，平成２７年度臨時福祉給付金申請支給支援業務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 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

納付猶予の法改正対応によるシステム改修 他２件（国民年金オンラインシステム） 

 

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１１月３０日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１１月３０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 

「納付猶予の法改正によるシステム改修 他２件」作業分コンソーシアム 

京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング 

日本電気株式会社 京都支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，３６６，７８６円 

 

７ 契約内容 

以下の３件の契約を締結する。 

（１）平成２８年７月から納付猶予制度の対象年齢が現行の「３０歳未満」から「５０歳未満」 

  と変更になることに伴い，それに対応するようシステム改修を行う。 

（２）複数年の免除申請に対応するため，届出記録訂正処理において，申請免除受付入力及び申 

  請免除結果入力の届出記録の追加を可能とする。 

（３）所得等審査票を出力する際，市民税情報が存在しない場合は，「未申告者」と記載されるが， 

  １月２日以降に本市に転入した対象者については，「○月×日本市転入」等の記載に変更する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

国民年金オンラインシステムは日本電気株式会社製であり，システム環境を正常に維持するには，

同社製機器等を使用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 

社会保障・税番号制度導入に伴う児童扶養手当システム改修(サーバ系) 

 

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２８年２月１５日 

 

４ 履行期間 

平成２８年２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 

「社会保障・税番号制度導入に伴う児童扶養手当システム改修(サーバ系)」 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 

日本電気株式会社 京都支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，４６３，９０４円 

 

７ 契約内容 

 児童扶養手当システムの番号法対応に係るサーバ系システム改修業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 本システムの改修に当たっては，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欠かせないが，本システムについての詳細な技術情報を有す 

 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。また，本システムは既存 

 の住民基本台帳システム，税務システム等，他のシステムの利用を前提としており， 

 そのためには既存のシステムと同一オンラインシステム制御用のソフトウェアを使用 

 する必要があり，その著作権を日本電気株式会社が有し，他業者が使用することはで 

 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，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 

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 

（当 初）平成２７年４月１日 

（変更後）平成２８年３月１１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） 

（当 初）３１，９６８，０００円 

（変更前）３２，０４７，０８０円 

（変更後）３２，５０４，１２４円 

 

７ 契約内容 

京都市ファミリーサポート事業の委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 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。 

 契約金額について，人事委員会勧告による職員の給与改定に伴う給与及び社会保険料事業主負 

担分の変更を行ったことに伴い，当初に見込んでいた金額から変更する必要があるため，変更契 

約を締結。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

（当 初）平成２７年４月１日 

（変更後）平成２８年３月３１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） 

（当 初）５０，９９７，９８０円 

（変更前）５１，９３８，２９２円 

（変更後）５３，２４６，５４９円 

 

７ 契約内容 

放課後ほっと広場事業の委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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。 

契約金額について，年度途中の職員の異動，採用，退職及び人事委員会勧告による職員の給与改

定に伴う給与及び社会保険料事業主負担分の変更を行ったことに伴い，当初に見込んでいた金額か

ら変更する必要があるため，変更契約を締結。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

（当 初）平成２７年４月１日 

（変更後）平成２８年３月１１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） 

（当 初）１４，９０２，０００円 

（変更後）１５，１１８，０００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（変更契約の場合は変更理由） 

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。 

 契約金額について，人事委員会勧告による職員の給与改定に伴う給与及び社会保険料事業主負担

分の変更を行ったことに伴い，当初に見込んでいた金額から変更する必要があるため，変更契約を

締結。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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２８年３月３１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 

（変更前）８４０，１３０，８２４円 

（変更前）８７０，２９３，３５３円 

（変更前）８９２，７３０，７９８円 

（変更後）９０５，２１８，０５９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，退職及び人事委員会勧告による職員の給与改

定に伴う給与及び社会保険料事業主負担分の変更を行ったことに伴い，当初に見込んでいた金額か

ら変更する必要があるため，変更契約を締結。 

 

９ 根拠法令 



□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

（当 初）平成２７年４月１日 

（変更後）平成２８年３月１１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） 

（当 初）１３，５６４，２４０円 

（変更後）１３，７８０，２４０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（変更契約の場合は変更理由） 

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。 

契約金額について，人事委員会勧告による職員の給与改定に伴う給与及び社会保険料事業主負担

分の変更を行ったことに伴い，当初に見込んでいた金額から変更する必要があるため，変更契約を

締結。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

（当 初）平成２７年４月１日  

（変更後）平成２８年３月１１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） 

（当 初）９，４１４，９２８円 

（変更後）９，６２２，３６７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（変更契約の場合は変更理由） 

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。 

契約金額について，人事委員会勧告による職員の給与改定に伴う給与及び社会保険料事業主負担

分の変更を行ったことに伴い，当初に見込んでいた金額から変更する必要があるため，変更契約を

締結。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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２８年３月３１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 

（変更前）１１，２０３，５４９円 

（変更前）１１，６１３，７５２円 

（変更前）１１，８１７，８０４円 

（変更後）１５，１５９，５９５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，退職及び人事委員会勧告による職員の給与改

定に伴う給与及び社会保険料事業主負担分の変更を行ったことに伴い，当初に見込んでいた金額か

ら変更する必要があるため，変更契約を締結。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

個人番号の利用に係る京都市子ども・子育て支援制度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１０月２３日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１０月２３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） 

７，６８２，０４０円 

 

７ 契約内容 

番号法による手続きが平成２８年１月から開始されることに伴い，現在運用している子ども・子

育て支援制度システムについて必要な改修を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

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，パッケージから提供されるオプションを当

該カスタマイズを考慮して適用させるため，それら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 

  介護保険制度改正に係るシステム改修(平成２７年度追加分) 

 

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１０月９日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１０月９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年度追加分)コンソーシアム 

京都市下京区四条通り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） 

５６，１６０，０００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 

介護保険事務処理システムは住民基本台帳システム，市民税システム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及びソフ

トウェアの各機能を使用し，本市のために開発し，運用しているものである。同システムは，日本

電気が著作権を有しているため，同社のみしか変更する権利がないことから，他の企業に当該業務

を委託することができない。 

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）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した。 

 ・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 

  全体スケジュール管理および品質管理、開発室管理に係る作業支援及び 

  個別スケジュール管理およびアプリケーション改造に係る作業 



 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の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 

(当 初) 平成２７年４月１日 

(変更後) 平成２８年１月２５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に係る賃貸借業務コンソーシアム 

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

株式会社ＪＥＣＣ 

 

６ 契約金額（税込み） 

(当 初) ４０，５９０，７２０円 

(変更後) ４０，３０９，４８８円 

 

７ 契約内容 

介護保険事務処理システム機器の貸借 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

平成２６年度に情報化推進室が実施したネットワーク機器の入替作業にて，対象レンタル機器の

一部(ネットワーク機器)が入れ替っていたが，本契約に反映できていなかったため，契約内容を是

正した。 

 

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 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

予防接種実施業務に関する委託契約の一部変更 

 

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 

(当 初)平成２７年４月１日 

(変更後)平成２７年１０月１５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 

一般社団法人 京都府医師会（その他７６件） 

 

６ 契約金額（税込み） 

(当 初)３,１４４,８５１,４８２円 

(変更後)３,２４１,９９７,４８２円 

 

７ 契約内容 

各医療機関において予防接種を実施。 

 

８ 随意契約の理由 

高齢者インフルエンザ予防接種のワクチン単価の変更に伴い，委託単価を変更。 

 

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 

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，約１，５３０の予防接種協力医療機

関を有する(一社)京都府医師会のほか，市民の接種機会の拡大を図るため，それ以外の申請のあっ

た(一社)京都府医師会未加入の医療機関とも契約している。 

 

11 その他 



医療機関名 所在地 医師名等

一般社団法人京都府医師会 京都市中京区西ノ京東栂尾町6 会長　森　洋一

大津ファミリークリニック 滋賀県大津市大門通11-11洛和大津ビル１階 谷口　洋貴
大津ファミリークリニック 滋賀県大津市大門通11-11洛和大津ビル１階 齋藤　彩
大津ファミリークリニック 滋賀県大津市大門通11-11洛和大津ビル１階 森下　真理子
大津ファミリークリニック 滋賀県大津市大門通11-11洛和大津ビル１階 来住　知美
竹内医院 大津市横木1-8-10 清河　滋子
坂本医院 滋賀県大津市下阪本六丁目19番1号 佐伯　善文
医療法人　堅田病院 滋賀県大津市本堅田三丁目33-24 皆川　玲
医療法人　堅田病院 滋賀県大津市本堅田三丁目33-24 白井　輝
医療法人　堅田病院 滋賀県大津市本堅田三丁目33-24 平田　雅一
医療法人　堅田病院 滋賀県大津市本堅田三丁目33-24 岡本　敏彦
医療法人　堅田病院 滋賀県大津市本堅田三丁目33-24 安井　綾子
小川診療所 滋賀県湖南市石部東二丁目５番３８号 小川　勉
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 西村　浩美
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 安田　洋二
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 末原　節代
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 加藤　久人
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 浮村　直樹
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 神田　由美子
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 大林　英子
医療法人社団西新宅　小西医院 京都市下京区大宮通仏光寺上る綾大宮町62　卯兵衛古川ビル１小西　恭輔
介護老人保健施設しずはうす 京都市左京区静市静原町548番地 山本　仁
社会福祉法人南山城学園　和光診療所 京都市伏見区日野西川頬4番地の3 磯　彰格
社会福祉法人南山城学園　和光診療所 京都市伏見区日野西川頬4番地の3 都留　常央
社会福祉法人南山城学園　和光診療所 京都市伏見区日野西川頬4番地の3 岡田　俊
本田医院 京都市上京区智恵光院通出水上ﾙ天秤丸町191-3 本田　光世
医療法人みね医院 京都市上京区晴明町811番地 三根　眞起子
医療法人みね医院 京都市上京区晴明町811番地 三根　康紋
医療法人梁山会診療所 京都市北区大将軍西町163番地 田中　直樹
医療法人梁山会診療所 京都市北区大将軍西町163番地 川越　知恵
医療法人裕泰会足立医院 京都市北区等持院南町１９番地の３ 足立　祐一
加藤乳腺クリニック堀川御池 京都市中京区堀川御池上ル押堀町38 加藤　誠
加藤乳腺クリニック堀川御池 京都市中京区堀川御池上ル押堀町38 佐久山　陽



医療機関名 所在地 医師名等

北尾クリニック 京都市中京区横鍛冶町１１５　ヴェルメゾン御所西1階 北尾　善子
にしはら耳鼻咽喉科 京都市中京区堺町通り竹屋町上ル橘町82-2T.K.H.ENTﾋﾞﾙ3F 宮田　耕志
吉田クリニック 京都市中京区二条通木屋町東入東生洲町533番地の3 吉田　正則
友吉医院 京都市中京区柳馬場通竹屋町西南角 友吉　瑛子
医療法人社団医京会　室町クリニック 京都市中京区御池通室町東入ﾙ龍池町448-2　伊と幸ﾋﾞﾙ5階 和田　光正
医療法人社団医京会　室町クリニック 京都市中京区御池通室町東入ﾙ龍池町448-2　伊と幸ﾋﾞﾙ5階 中努　博信
医療法人社団医京会　室町クリニック 京都市中京区御池通室町東入ﾙ龍池町448-2　伊と幸ﾋﾞﾙ5階 近藤　聖子
医療法人社団医京会　室町クリニック 京都市中京区御池通室町東入ﾙ龍池町448-2　伊と幸ﾋﾞﾙ5階 増田　佳世
医療法人社団医京会　室町クリニック 京都市中京区御池通室町東入ﾙ龍池町448-2　伊と幸ﾋﾞﾙ5階 太田　善子
医療法人ひがし医院 京都市中京区大宮通蛸薬師下ル四坊大宮町160 東　伸郎
おがわ内科呼吸器内科医院 京都市中京区西ノ京銅駝町75番1 小川　栄治
医療法人ゆうクリニック 京都市中京区壬生渕田町12 愈　正根
医療法人ゆうクリニック 京都市中京区壬生渕田町12 大下　勝
もりの内科医院 京都市左京区下鴨梅ノ木町25 森野　元次
介護老人保健施設　茶山のさと 京都市左京区田中上大久保町15番地 吉田　和彦
いわさきクリニック 京都市左京区岡崎北御所町12-5 岩崎　稔
村上内科医院 京都市山科区四ノ宮垣ノ内町１ 村上　正志
村上内科医院 京都市山科区四ノ宮垣ノ内町１ 荒井　宏司
村上内科医院 京都市山科区四ノ宮垣ノ内町１ 末木　佑季
村上内科医院 京都市山科区四ノ宮垣ノ内町１ 市川　寛
さくら耳鼻咽喉科たにぐちクリニック 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町29番地2 町塚ビル2階 谷口　善知
さくら耳鼻咽喉科たにぐちクリニック 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町29番地2 町塚ビル2階 谷口　美玲
京都刑務所　医務部 京都市山科区東野井上町20　京都刑務所医務部 重光　松崇
京都刑務所　医務部 京都市山科区東野井上町20　京都刑務所医務部 川田　哲嗣
京都刑務所　医務部 京都市山科区東野井上町20　京都刑務所医務部 伊藤　隆洋
社会福祉法人青谷福祉会ヴィラ山科診療所 京都市山科区大宅御所田町115-1 田野邊　祐二
たにぐち耳鼻咽喉科クリニック 京都市山科区西野八幡田町２８－１６ 谷口　愛子
こうクリニック 京都市山科区御陵上御廟野町7-7　台成ビル1F 黄　範
特別養護老人ホーム梅林園診療所 城陽市中芦原55番地 松田　正文
特別養護老人ホーム梅林園診療所 城陽市中芦原55番地 松木　正人
特別養護老人ホーム梅林園診療所 城陽市中芦原55番地 西　祥太郎
あそかビハーラ病院 城陽市奈島内垣内1番地 大﨑　健三郎
あそかビハーラ病院 城陽市奈島内垣内1番地 岡本　宗一郎
あそかビハーラ病院 城陽市奈島内垣内1番地 山崎　敦子



医療機関名 所在地 医師名等

医療法人若葉会　見島医院 京都市伏見区御駕籠町124-15 見島　裕之
京都拘置所医務課診療所 京都市伏見区竹田向代町１３８ 神田　一
京都拘置所医務課診療所 京都市伏見区竹田向代町１３８ 井口　公之
介護老人保健施設ケアコミュニティ淀 京都市伏見区淀美豆町1133番地 木村　宏
市田医院 京都市右京区西院高山寺町7 市田　竜也
まさき医院 京都市右京区西京極午塚町65番地1 李　政樹
岡本診療所 京都市右京区梅津南上田町２ 岡本　吉将
介護老人保健施設マムフローラ 長岡京市奥海印寺奥ノ院25番地2 山口　希
介護老人保健施設　やましろ 木津川市木津駅前一丁目27番地 赤坂　裕三
清水整形外科 京都市中京区御幸町通夷川下ル達磨町６１３ 清水　浩幸



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

高齢者インフルエンザ・肺炎球菌予防接種自己負担区分証明書発行業務に係る労働者派遣 

 

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１０月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１０月１日から平成２７年１２月１１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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

株式会社 キャリアパワー 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）１３,１７７,７２８円 

 

７ 契約内容 

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

等からの申請に基づき，自己負担区分証明書を発行するため，各保健センター・支所及び本庁課に

人材派遣スタッフを配置し，次の業務を行う。 

  申請受付，証明書交付等（窓口業務） 

  対象者確認台帳の照合，証明書の作成，関係書類の整理等（内部事務） 

  市民からの問い合わせ等の電話対応等 

  職員との連絡調整 

  その他 

 

８ 随意契約の理由 

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

以外の要素における競争によって契約の相手方を選定する必要があるため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の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 

指名型プロポーザルにより業者を選定 

 



11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

高齢者インフルエンザ・肺炎球菌予防接種実施に関する委託（老健施設等） 

 

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１０月１５日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１０月１５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 

医療法人社団行陵会 おおはら雅の郷（その他５１件） 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）１１,０４１,８５５円 

 

７ 契約内容 

各医療機関において予防接種法に基づく高齢者インフルエンザ・肺炎球菌予防接種を実施。 

 

８ 随意契約の理由 

予防接種は医療行為であり，医師のみが行えるが，実施にあたっては，対象者に平等に接種でき

る機会，条件が与えられなければならない。このため，接種機会の拡大のためにより多くの協力医

療機関を確保する必要があるとともに，国が定める実施要領等に基づき，対象者が同一条件で予防

接種を受けることができるよう，接種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 

市民の接種機会の拡大を図るため，協力申込のあった医療機関等と契約している。 

 

11 その他 

 
 

 



医療機関名 郵便番号 市町村 所在地 医師名等
医療法人社団行陵会 介護老人保健施設 おおはら雅の郷 601-1247 京都市 左京区大原野村町514 児玉　博行
医療法人社団行陵会 介護老人保健施設博寿苑 601-1245 京都市 左京区大原戸寺町383 児玉　博行
一般財団法人日本バプテスト連盟医療団 バプテスト老人保健施設 606-8273 京都市 左京区北白川山ノ元町47 北　堅吉
島津製作所診療所 604-8436 京都市 中京区西ノ京桑原町1 辰巳　仁子
社会福祉法人保健福祉の会 介護老人保健施設西の京 604-8454 京都市 中京区西ノ京小堀池町16 上田　祐子
医療法人稲門会 介護老人保健施設アビイロードやましな 607-8235 京都市 山科区勧修寺南大日33-1 岡山　好男
医療法人十全会 介護老人保健施設はーとふる東山 607-8492 京都市 山科区日ノ岡夷谷町11 赤木　厚
医療法人社団洛和会 介護老人保健施設　洛和ヴィラアエル 607-8116 京都市 山科区小山鎮守町29-1 矢野　一朗
社会福祉法人堀川健康会介護老人保健施設じゅんぷう 600-8489 京都市 下京区西堀川通松原下ル橋橘町１ 近藤　泰正
医療法人健康会 介護老人保健施設ぬくもりの里 600-8865 京都市 下京区七条御所ノ内西町68 清水　聡
医療法人 同仁会 介護老人保健施設マムクオーレ 601-8326 京都市 南区吉祥院南落合町40-3 松井　道宣
医療法人 同仁会 介護老人保健施設マムクオーレⅡ 601-8453 京都市 南区唐橋羅城門町38番地 松井　道宣
医療法人啓友会介護老人保健施設洛西けいゆうの里 610-1111 京都市 西京区大枝東長町1-36 中嶋　啓子
医療法人清仁会 介護老人保健施設シミズひまわりの里 610-1106 京都市 西京区大枝沓掛町13-362 清水　史記
医療法人清水会 介護老人保健施設京しみず 612-8486 京都市 伏見区羽束師古川町177 清水　鴻一郎
医療法人清水会 介護老人保健施設第二京しみず 612-8134 京都市 伏見区向島清水町45-1 清水　鴻一郎
特定医療法人桃仁会 老人保健施設桃寿苑 612-8154 京都市 伏見区向島津田町235-1 小林　裕之
特定医療法人桃仁会 サテライト老健桃寿苑 612-8024 京都市 伏見区桃山町根来16-9 小林　裕之
医療法人社団蘇生会 老人保健施設アールそせい 612-8473 京都市 伏見区下鳥羽広長町101 津田　永明
医療法人社団蘇生会 老人保健施設第２アールそせい 612-8248 京都市 伏見区下鳥羽上三栖町129 津田　永明
医療法人大澤会 老人保健施設こもれび 621-0046 京都市 亀岡市千代川町北ノ庄向条24 大澤　直
医療法人社団陽生会 介護老人保健施設陽生苑 621-0826 京都市 亀岡市篠町篠洗川47-1 石崎　壽光
介護老人保健施設ケアコミュニティ淀 613-0916 京都市 伏見区淀美豆町1133番地 土居　皓
ひろかわクリニック 611-0021 宇治市 宇治妙楽24-1ミツダビル４F 広川　慶裕
坂本医院 520-0105 大津市 大津市下阪6丁目22-10 佐伯　善文
桑原クリニック 606-8392 京都市 左京区聖護院山王町２８番地 桑原　治雄
介護老人保健施設友々苑 601-1123 京都市 左京区静市市原町447番地1 中西　彦介
草場消化器クリニック 604-8436 京都市 中京区西ノ京下合町11-18 島津メディカルプラザ4F 草場　元樹
特別養護老人ホームヴィラ上賀茂診療所 603-8032 京都市 北区上賀茂中ノ河原町２２－１ 杉本　豊平
井上クリニック糖尿病センター 600-8009 京都市 下京区四条烏丸西入ル函谷鉾ビル５Ｆ南室 井上　一知
医療法人社団貴順会　崇仁診療所 600-8207 京都市 下京区上之町３８　うるおい館（西棟） 大下　勝
一般財団法人高雄病院 京都駅前診療所 600-8211 京都市  下京区七条通烏丸東入真苧屋町２０７番地ネオフィス七条烏丸４階 仙頭　正四郎
特別養護老人ホームあじさい苑 612-8141 京都市 伏見区向島二ﾉ丸町151番53 宮脇　五郎
介護老人保健施設あじさいガーデン伏見 612-8141 京都市 伏見区向島二ﾉ丸町151番81 宮脇　五郎
介護老人保健施設　ハーモニーこが 612-8495 京都市 伏見区久我森の宮町3-6 長田　侃士
あそかビハーラ病院 610-0116 城陽市 奈島下ノ畔３の３ 大崎　健三郎
特別養護老人ホームヴィラ多国山 629-0134 南丹市 八木町西田早田3番地 小野　紀弘
さいとう整形外科医院 520-0244 大津市 大津市衣川１丁目18-8 斎藤　哲文
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医療機関名 郵便番号 市町村 所在地 医師名等
医療法人藤樹会　滋賀里病院 520-0006 大津市 大津市滋賀里１丁目１８－４１ 栗本　藤基
琵琶湖養育院病院 520-2144 大津市 大津市大萱七丁目7番2号 加藤　泰規
介護老人保健施設シミズふないの里 606-0851 南丹市 八木町西田山崎16番地 清水　史記
もりの内科医院 606-0851 京都市 左京区下鴨梅ノ木町25 森野　元次
医療法人輝生会　小西医院 520-2144 大津市 大萱1-17-35 小西　平
社会福祉法人　勧修福祉会　長楽園診療所 607-8226 京都市 山科区勧修寺仁王堂町13-3 津田　治巳
一般財団法人　京都地域医療学際研究所　介護老人保健施設「がくさい」 603-8465 京都市 北区鷹峯土天井井町54番地 森　洋一
医療法人社団　あかつき会　本丸たけだ医院 520-0814 大津市 本丸町２－１８ 武田　克彦
京都刑務所　医務部診療所 607-8144 京都市 山科区東野井ノ上町２０ 重光　松崇
医療法人翔英会　シニアセンターティファニー 524-0016 守山市 荒見町３００－１ 岸本　善文
谷岡皮フ科クリニック 612-8213 京都市 伏見区東浜南町６６２ 谷岡　未枝子
介護老人保健施設マムフローラ 617-0853 長岡京市 奥海印寺奥ノ院25番地2 山口　希
すずきクリニック 524-0033 守山市 浮気町105-3 鈴木　雅之
医療法人祐森クリニック 520-0522 大津市 和邇中浜４６０－１ 祐森　泰郎
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随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２７年度大腸がん郵送検診の委託 

 

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１１月１日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１１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）１１,９５３,０５０円 

 

７ 契約内容 

郵送方式による大腸がん検診を実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 市民の方に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，価格競争

のみによって事業者を選定することでは，事業の目的を達成す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 

大腸がん検診について，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の継続

的かつ安定的な確保が必要であり，これを満たす事業者は，(一社)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 

鞍馬歯科診療所機器更新 

 

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１２月２５日 

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月２５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 

京都市中京区麩屋町通三条下る白壁町４３２ 

株式会社 モリタ 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，３２３，３２０円 

 

７ 契約内容 

歯科診療に必要な各機器について，使用している機器の老朽化に伴い，機器の購入及び入れ替え

を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

  本件の診療所では，現在契約業者の歯科診療機器を使用しており，入れ替えについては，診療所

の配水管等の構造上，機器の取付位置が規定され，当該機器以外設置できないため。 

  なお，当該機器は契約業者が自社工場で製造し，販売を行っており，他社からは購入できない。 

 

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 

京都市中央斎場整備工事 ただし，動物炉耐火材修繕工事 

 

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１０月７日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から４箇月以内 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

富山県富山市奥田新町１２番３号 

株式会社 宮本工業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

２，８９４，４００円 

 

７ 契約内容 

京都市中央斎場の老朽化した動物炉耐火材の修繕を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  当該工事の改修範囲は，中央斎場用の特殊レンガを使用した部分の改修となるため，現在のレン 

 ガと全く同じのレンガを手配できるのは，そのレンガの型や製造技術を保有する施工業者のみであ

るため。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

 

 








