
001 平成29年01月30日
子ども若者はぐくみ局創設に係るシステム改修（介護保険事務処理シス
テム分）

29,451,945 
保健福祉局保健福祉
部保健福祉総務課

子ども若者はぐくみ局創設に係る介
護保険事務処理システム改修（平成
２８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

002 平成29年02月10日 保健福祉局所管施設におけるアスベスト（石綿）等使用実態調査
予定
総額

6,372,000
保健福祉局保健福祉
部保健福祉総務課

株式会社沖潮開発
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号

003 平成29年02月15日
子ども若者はぐくみ局創設に係る自立支援費システム等改修（平成２８
年度

15,662,948 
保健福祉局保健福祉
部保健福祉総務課

子ども若者はぐくみ局創設に係る自
立支援費システム等改修（平成２８
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

004 平成28年11月09日 電子決裁導入に係る生活保護システム改修 19,992,020 
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

005 平成29年02月08日
京都市臨時福祉給付金（経済対策分）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

9,460,800 
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

006 平成29年02月10日 京都市臨時福祉給付金（経済対策分）申請支給支援業務 110,117,118 
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（経済対
策分）申請支給支援業務委託コ
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

007 平成28年10月05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

7,089,598 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

エム・ユー・ティ・ビジネスア
ウトソーシング株式会社

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

008 平成29年01月16日
国民健康保険者の都道府県単位化に伴うシステム改修委託（平成２８年
度後期分）

5,484,996 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

国民健康保険者の都道府県単位
化に伴うシステム改修（平成２
８年度後期分）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

009 平成29年01月27日 国民健康保険料賦課の期間制限に係るシステム改修（平成２８年度分） 5,636,347 
保健福祉局生活福祉
部保険年金課

「国民健康保険料賦課の期間制限に係る
システム改修（平成２８年度分）」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

010 平成29年01月31日 中央監視盤（センター装置）購入 13,672,800 
保健福祉局保健衛生
推進室保健医療課

協和テクノロジィズ株式会社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第８号

011 平成28年10月01日 B型肝炎予防接種実施に関する委託
予定
総額

145,000,000 
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長ほ
か９件

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

012 平成28年10月03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

13,188,096 
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

013 平成28年10月17日 高齢者インフルエンザ予防接種実施に関する委託
予定
総額

740,000,000 
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長ほ
か７６件

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

014 平成29年02月10日 京都市中央斎場　棺台車の購入 9,180,000 
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８号

015 平成28年04月01日 平成28年度ファミリーサポート事業に係る委託 （当　初）33,786,000
（変更後）33,908,646

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

016 平成28年04月01日 平成28年度放課後ほっと広場事業の委託
（当　初）64,565,218
（変更前）66,766,360
（変更前）72,225,155
（変更後）68,942,915

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

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）

017 平成28年04月01日 「京都やんちゃフェスタ２０１６（第１部）」の実施の委託 （当　初）14,965,000
（変更後）15,013,250

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

018 平成28年04月01日 平成28年度京都市児童館事業（民設児童館）の委託

（当　初）888,764,199
（変更前）901,951,851
（変更前）865,081,890
（変更前）901,697,956
（変更後）909,300,597

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

019 平成28年04月01日 平成28年度児童館・学童保育所職員研修の委託 （当　初）13,627,240
（変更後）13,675,490

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

020 平成28年04月01日
平成28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

（当　初）13,415,580
（変更後）13,491,881

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

021 平成28年04月01日 平成28年度学童クラブ事業（民設学童保育所）の委託
（当　初）17,712,543
（変更前）16,001,527
（変更前）20,693,718
（変更後）20,685,211

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

022 平成28年04月01日 平成２８年度錦林保育所敷地の境界確定及び土地地積更正登記業務委託 （当　初）4,337,280
（変更後）4,568,400

保健福祉局子育て支
援部保育課

公益社団法人 京都公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

023 平成28年11月01日
情報連携対応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

8,007,660 
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



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

子ども若者はぐくみ局創設に係るシステム改修（介護保険事務処理システム分） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１月３０日 

 

４ 履行期間 

平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

子ども若者はぐくみ局創設に係る介護保険事務処理システム改修（平成２８年度）コンソーシアム 

（代表者）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） 

29,451,945円 

 

７ 契約内容 

介護保険事務処理システムについて，子ども若者はぐくみ局の創設に伴う区役所・支所組織再編

等に対応するシステムへの改修を行うもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本業務の履行に当たって日本電気株式会社は，グループ企業と共同して受託業務の履行を行うこ

とになるが，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，コン

ソーシアムを形成し，当該コンソーシアムの代表である日本電気株式会社と契約する 

 

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８と同じ 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

保健福祉局所管施設におけるアスベスト（石綿）等使用実態調査 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年２月１０日 

 

４ 履行期間 

平成２９年２月１０日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区岩倉幡枝町1255-2 株式会社 沖潮開発 

 

６ 契約金額（税込み） 

予定総額 6,372,000円 

 

７ 契約内容 

保健福祉局所管施設において，アスベストの使用の目視調査を行い，アスベストの使用が疑われ

る場合は調査対象建材等の採取及び分析を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

社会福祉施設等における吹付け（石綿）等及びアスベスト（石綿）含有保温材等使用実態調査」

（雇児発0930第2号等）により厚生労働省から依頼に基づき，保健福祉局が所管する施設の調査を行

うものである。 

調査依頼に先立ち，対象建造物の特定や設計図書の取寄せ等に一定時間を要し，調査依頼が可能

となってから，厚生労働省が示す期限内に調査を履行するためには，入札に付す時間がないため。 

 

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  厚生労働省が示す年度内の報告期限内に調査を完了することを条件に複数者に見積もりを依頼し

たが，契約業者以外からは履行期限内に調査を完了できないことを理由に，辞退の意思が示された

ため，期限内に見積額の提示があった株式会社沖潮開発と契約する。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

子ども若者はぐくみ局創設に係る自立支援費システム等改修（平成２８年度） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年２月１５日 

 

４ 履行期間 

平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

子ども若者はぐくみ局創設に係る自立支援費システム等改修（平成２８年度）コンソーシアム 

（代表者）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） 

15,662,948円 

 

７ 契約内容 

自立支援費システム等について，子ども若者はぐくみ局の創設に伴う区役所・支所組織再編等に

対応するシステムへの改修を行うもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

当システムについては，日本電気株式会社が著作権を有しており，契約の相手方が特定されるた

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８と同じ 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

電子決裁導入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２８年１１月９日 

４ 履行期間 

平成２８年１１月９日～平成２９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） 

19,992,020円 

７ 契約内容 

プログラム改修作業 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

今回の作業は，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。 

 また，今回のシステム改修は，システムの根幹である決裁機能の改修であり，パッケージ部分を

改修する必要があるが，パッケージ部分はシステム構築業者が著作権を保有しているため，他の業

者は改変することはできない。 

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１１条第１項第   号 

☑地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

10 契約の相手方の選定理由 

「８ 随意契約の理由」欄に記載のとおり 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市臨時福祉給付金（経済対策分）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２９年２月８日 

 

４ 履行期間 

平成２９年２月８日から平成２９年３月２７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） 

  ９，４６０，８００円 

 

７ 契約内容 

臨時福祉給付金（経済対策分）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（変更契約の場合は変更理由） 

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，当該受託業者が最も高い評

価を得たため，受託先として選定した。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 
１ 件名 

京都市臨時福祉給付金（経済対策分）申請支給支援業務 

 
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２９年２月１０日 

 
４ 履行期間 

平成２９年２月１０日から平成２９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（経済対策分）申請支給支援業務委託コンソーシアム 

 （コンソーシアム代表者） 

  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） 

 １１０，１１７，１１８円 
  

７ 契約内容 

臨時福祉給付金（経済対策分）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２６年度から平成２８年度に実施した臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉

給付金（以下，「従前の各給付金」という。）支給事業については，年度限りの支給事業として，

また，短期間で対象者に対して的確かつ速やかに給付金を支給するため，すべてを同年度中に

完結させることを前提としてシステムの開発，運用及び保守や支給に係る事務処理の対応コー

ルセンター運営などの一連の業務を一つの事業として一括して委託し，事業の運営に当たって

きた。 
  今次実施する京都市臨時福祉給付金（経済対策分）においても，従前の各給付金支給事業と

同規模となる大量の対象者について，可能な限り早期に，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従前の各給付金の支給情報を踏まえた案内を適切に行

い，また，平成２８年度臨時福祉給付金における振込先口座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，従前の各給付金の支給に関する情報を適宜

利用する必要がある。 
  従前の各給付金の支給に関する情報は，それぞれの給付金支給事業における申請支給支援業

務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，平成２７年度及び平成２８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従前の各給付金支

給事業における委託契約の相手方以外の者から調達することができず，臨時福祉給付金（経済

対策分）支給に向けたシステム改修を行える者が，従前の各給付金支給事業における委託契約

の相手方に限られる。 
  また，臨時福祉給付金（経済対策分）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，従前の各給付金支給事業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，従前の各給付金支給事業に係る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 

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２８年１０月５日 

 

４ 履行期間 

平成２８年１０月１１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

愛知県名古屋市中区錦三丁目２０番２７号 

エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）７，０８９，５９８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のデータを作成すること。  

（２）１号のデータの内容と収納金を照合すること。  

（３）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号のデータと同一仕様でデータ作成すること。  

 

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，国民健康保険料に係る領収済通知書の内容の読み取り及び入力作業を行うこと

により当該領収済通知書の内容をデータ化し，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，本件委託業務における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

行える手法や三菱東京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ＴＩＳ株式会社及びＴＩＳシステムサービス株式会社と随意契約を締結してきたところで

ある。  

平成２３年７月，ＴＩＳ株式会社は，自治体の公金収納事務の課題解決等を支援することを目的

として公金収納事務の電算処理化業務を主力として行う新会社（エム・ユー・ティ・ビジネスアウ

トソーシング株式会社 以下「ＭＵＴＢＯ」という。）を，自社と三菱東京ＵＦＪ銀行との出資比率

４９％対５１％により設立した。  

その後，平成２７年７月にＴＩＳ株式会社，三菱東京ＵＦＪ銀行，ＭＵＴＢＯから本市に以下の



提案があった。  

１ ＭＵＴＢＯの設立により，ＴＩＳ株式会社については，今後，主に民間企業を対象にした電算

処理業務を行うこと，また現状の公金収納事務電算業務は継続するものの新たなサービスの開発

は行わないこと。  

２ ＭＵＴＢＯではＴＩＳ株式会社が持つ公金収納事務の電算処理化業務のノウハウと実績を承継

し，三菱東京ＵＦＪ銀行が公金収納事務に特化して開発した総合収納システムを利用することで，

高度なサービスを提供すること。  

３ ＴＩＳ株式会社がＭＵＴＢＯに公金収納事務の電算処理化業務を承継させることから，ＭＵＴ

ＢＯでは現行の契約内容を迅速かつ確実に履行するための手法や運搬方法は引き続き維持される

ため，随契理由に変更が生じるものではなく，そのうえ以下のとおり現行より優れた新たな対応

が付加されることとなること。  

４ 新たな対応としては，データ伝送をＬＧＷＡＮ回線で行うため安全性・利便性の確保が図られ

ること，データに実収納日が反映できること，スキャンされた領収済通知書を画面で容易に検索・

確認できることや公金収納の多様化が進む中で収納チャネル拡大に対応できることなど現行のシ

ステムに比べてより高度な対応が実現される点があり，それは本市が必要としている点でもある

こと。  

５ 現委託先の運営の変更に伴った移行であるため，本市の各業務システムとの連携についての経

費負担を伴わないこと及び現状の委託費から値上げされないこと。  

６ 口座振替データ授受代行業務等を平成２６年４月からＭＵＴＢＯの当該システムで実施してお

り，収納業務処理を同じシステムにより一体的に行えることとなる。  

以上のことから現行の契約内容における公金収納事務の電算処理化業務の高度な技術と蓄積され

たノウハウを承継し契約内容の確実な履行が可能でかつ総合収納システムの利用により新たな利便

性も確保される委託先は，ＴＩＳ株式会社と株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行両社の出資を受けるＭＵ

ＴＢＯ１社だけであり，競争入札に適していないため，同社を相手方として，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１１条第１項第   号 

☑地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

国民健康保険者の都道府県単位化に伴うシステム改修委託（平成２８年度後期分） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部保険年金課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１月１６日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１月１６日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

国民健康保険者の都道府県単位化に伴うシステム改修（平成２８年度後期分）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 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，４８４，９９６円 

 

７ 契約内容 

  平成３０年４月１日施行の国保都道府県単位化に対応するため，宛名、資格、賦課、収納、給付 

サブシステムの変更のための詳細な要件定義（要求調査，業務分析・基本設計）を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

国民健康保険システムは，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るため，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ことから，日本電気株式会社を代表とする「国民健康保険者の都道府県単位

化に伴うシステム改修（平成２８年度後期分）コンソーシアム」と随意契約を締結する。 

 

９ 根拠法令 

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

☑地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

  上記８のとおり 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

国民健康保険料賦課の期間制限に係るシステム改修（平成２８年度分） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部保険年金課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年１月２７日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１月２７日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  「国民健康保険料賦課の期間制限に係るシステム改修（平成２８年度分）」作業分コンソーシアム 

  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 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，６３６，３４７円 

 

７ 契約内容 

国民健康保険オンラインシステムが法改正に対応し，適正な処理が可能となるよう，資格サブシ

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

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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，特定者のみ供給できる特殊技術を要す

るため，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 

上記のとおり 

 

11 その他 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

中央監視盤（センター装置）購入 

 

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２９年１月３１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167番 

協和テクノロジィズ株式会社 京都営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１３，６７２，８００円 

 

７ 契約内容 

京都市健康増進センターの管理・運営に必要な中央監視装置（センター装置）の老朽化に伴い，

更新を行ったもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

入札を実施したところ，応札がなく，不成立となったため，地方自治法施行令１６７条の２第１

項第８号の規定に基づき，随意契約で本装置の購入を行ったもの。 

（※）競争入札における予定価格… 14,000,000円（税込） 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

契約候補となる３件の業者から見積書を徴取し金額を比較するとともに，価格交渉を実施し，競

争入札における予定価格（※）以下の見積価格を得た。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

B型肝炎予防接種実施に関する委託 

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28年10月 1日 

 

４ 履行期間 

平成28年10月1日から平成29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長ほか９件 

※ （別紙）B型肝炎契約先一覧 参照 

 

６ 契約金額（税込み） 

145,000,000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 

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 

 



（別紙）

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号 頭書用

一般社団法人京都府医師会 604-8585 京都市中京区西ノ京東栂尾町6 354-6101 会長　森　洋一

いわさきクリニック 606-8336 京都市左京区岡崎北御所町12-5 771-3426 岩崎　稔

北尾クリニック 604-0087 京都市中京区油小路通丸太町東入横鍛冶町115　ヴェルメゾン御所西1階 256-8663 北尾　善孝

にしはら耳鼻咽喉科 604-0802 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 256-8741 宮田　耕志

友吉医院 604-0973 京都市中京区柳馬場通竹屋町西南角 222-2306 友吉　瑛子

さくら耳鼻咽喉科たにぐちクリニック 607-8080 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町29番地2 町塚ビル2階 583-5177 谷口　善知

たにぐち耳鼻咽喉科クリニック 607-8351 京都市山科区西野八幡田町２８－１６ 594-3344 谷口　愛子　

こうクリニック 607-8425 京都市山科区御陵上御廟野町7-7　 501-0233 黄　堯範

市田医院 615-0012 京都市右京区西院高山寺町7 313-2055 市田　竜也

竹内医院 520-0063 大津市横木1-8-10 077-522-4319 清河　滋子



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28年10月3日 

 

４ 履行期間 

平成28年10月3日から平成28年12月9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）13,188,096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。 

⑴ 申請受付，証明書交付等（窓口業務） 

⑵ 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） 

⑶ 市民からの問い合わせ等の電話対応等 

⑷ 職員との連絡調整 

⑸ 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予防接種実施に関する委託 

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28年10月17日 

 

４ 履行期間 

平成28年10月17日から平成29年1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長ほか７６件 

※ （別紙）高齢者インフルエンザ契約先一覧 参照 

 

６ 契約金額（税込み） 

（予定総額）740,000,000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 

 
 



(別紙）

医療機関名 郵便番号 所在地 頭書用

一般社団法人京都府医師会 604-8585 京都市中京区西ノ京東栂尾町6 会長　森　洋一

医療法人裕泰会足立医院 603-8344 京都市北区等持院南町19-3 足立　祐一

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 小仲　良平

医療法人みね医院 602-8222 京都市上京区晴明町811番地 三根　康毅

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

いわさきクリニック 606-8336 京都市左京区岡崎北御所町12-5 岩崎　稔

桑原クリニック 606-8392 京都市左京区聖護院山王町28 桑原　治雄

北尾クリニック 604-0087 京都市中京区油小路通丸太町東入横鍛冶町115　ヴェルメゾン御所西1階 北尾　善孝

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番地島津プラザ4F 草場　元樹

にしはら耳鼻咽喉科 604-0802 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 604-0922 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 604-0973 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 604-8176 京都市右京区西院東貝川町42ハイライズ西院１階 米今　義夫

医療法人ひがし医院 604-8356 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 604-8425 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 604-8855 京都市中京区西ノ京北小路町17-2 愈　正根

清水整形外科 604-0962 京都市中京区御幸町通夷川下ル達磨町６１３ 清水　浩幸

医療法人創健会　西村診療所 600-8216
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３Ｆ

西村　浩美

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 井上　一ノ知

医療法人社団西新宅　小西医院 600-8383 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階 小西　恭禮

崇仁診療所 600-8207 京都市下京区上之町３８　うるおい館（西棟） 吉川　順介

一般財団法人高雄病院 京都駅前診療所 600-8211
京都市下京区真苧屋町207番地ネオオフィス七条烏丸4Fネオフィス七条
烏丸４階

仙頭　正治郎

村上内科医院 607-8041 京都市山科区四ノ宮垣ノ内町１ 村上　正志

さくら耳鼻咽喉科たにぐちクリニック 607-8080 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

社会福祉法人青谷福祉会ヴィラ山科診療所 607-8179 京都市山科区大宅御所田町115-1 武田　道子

たにぐち耳鼻咽喉科クリニック 607-8351 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 607-8425 京都市山科区御陵上御廟野町7-7　 黄　堯範

ひろた耳鼻咽喉科医院 607-8306 京都市山科区西野山中鳥井町75-1 廣田　隆一

医療法人若葉会　見島医院 612-8065 京都市伏見区御駕籠町124-15 見島　義行

市田医院 615-0012 京都市右京区西院高山寺町7 市田　竜也

医療法人社団聡樹会　まさき医院 615-0885 京都市右京区西京極午塚町65番地1 李　政樹

岡本診療所 615-0913 京都市右京区梅津南上田町２ 岡本　吉将

京都刑務所　医務部診療所 607-8144 京都市山科区東野井上町20　京都刑務所医務部診療所 山本　孝志

京都拘置所医務課診療所 612-8418 京都市伏見区竹田向代町138 神田　一

医療法人梁山会診療所 603-8331 京都市北区大将軍西町163番地 田中　直樹

長楽園診療所 607-8226 京都市山科区観修寺仁王堂町13番地3 津田　治巳

社会福祉法人南山城学園　和光診療所 601-1426 京都市伏見区日野西川頬4番地3 植田　洋平

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

大津ファミリークリニック 520-0033 大津市大門通11-11 佐藤　秀人

医療法人　堅田病院 520-0242 大津市本堅田三丁目33-24 大塚　貞人

医療法人輝生会小西医院 520-2144 大津市大萱1-17-35 小西　平

坂本医院 520-0105 大津市下阪本六丁目22-10 佐伯　善文

医療法人藤樹会　滋賀里病院 520-0006 大津市滋賀里１丁目18-41 栗本　藤基

竹内医院 520-0063 大津市横木1-8-10 清河　滋子

琵琶湖養育院病院 520-2144 大津市大萱七丁目7番2号 加藤　守彦

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

小川診療所 520-3107 湖南市石部東二丁目5-38 小川　勉

あそかビハーラ病院 610-0116 城陽市奈島下ノ畔3-3 大嶋　健三郎

特別養護老人ホーム梅林園診療所 610-0113 城陽市中芦原55番地 松田　正文

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

さいとう整形外科医院 520-0244 大津市衣川１丁目18-8 斎藤　哲文

医療法人松徳会北雄琴クリニック 520-0101 大津市雄琴6丁目11番8号 松村　忠史

祐森クリニック 520-0522 大津市和邇中浜460-1 祐森　泰郎

介護老人保健施設がくさい 603-8456 京都市北区鷹峯土天井町54番地 土`井　渉

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 鈴山　博司

医療法人稲門会　介護老人保健施設しずはうす 601-1121 京都市左京区静市静原町548番地 赤木　祥範

介護老人保健施設　茶山のさと 606-8237 京都市左京区田中上大久保町15番地 吉田　和彦

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 中田　裕久

医療法人稲門会　介護老人保健施設フェアウインドきの 606-0015 京都市左京区岩倉幡枝町2250 岡山　好男

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 松浦　利津

社会福祉法人香東園　香東園やましな 607-8353 京都市山科区西野野色町15-88 石川　憲

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



医療機関名 郵便番号 所在地 頭書用

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 宮原　忠夫

介護老人保健施設マリアンヌ 615-0923 京都市右京区梅津中倉町10番地 西谷　功

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

社会福祉法人浩照会　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

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 中井　哲郎

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

医療法人同仁会（社団）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番地3 松井　道宣

介護老人保健施設こもれび 621-0046 亀岡市千代川町北ノ庄向条24 大澤　直

介護老人保健施設陽生苑 621-0826 亀岡市篠町篠洗川47-1 石崎　壽光

医療法人清仁会　介護老人保健施設シミズふないの里 629-0134 南丹市八木町西田山崎16 清水　史記

社会福祉法人アイリス福祉会　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 清水　幸夫

医療法人同仁会（社団）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 松井　道宣

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番地1 岩元　則幸

医療法人同仁会(社団)介護老人保健施設　マ 601-8453 京都市南区唐橋羅城門町38番地 松井　道宣

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



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市中央斎場 棺台車の購入 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年２月１０日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から平成２９年３月３１日まで 

 

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） 

９，１８０，０００円 

 

７ 契約内容 

 京都市中央斎場において使用する棺台車（斎場に到着した棺を炉前まで運び，火葬炉内 

に搬入するためのもの）が老朽化したため，新たに購入する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

一般競争入札に付したが応札がなく，入札不成立となったため。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

入札が不成立となった後，他社にも見積もり依頼を行ったが，契約依頼額以内での見積もりを行

う者がいなかったため，株式会社 宮本工業所との随意契約となった。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２８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２８年４月１日 

（変更後）平成２９年２月１５日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区東九条東山王町２７番地 元山王小学校 北校舎２階 

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）３３，７８６，０００円 

（変更後）３３，９０８，６４６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） 

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２８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２８年４月１日 

（変更後）平成２９年３月３１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区東九条東山王町２７番地  

京都市学童保育所管理委員会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）６４，５６５，２１８円 

（変更前）６６，７６６，３６０円 

（変更前）７２，２２５，１５５円 

（変更後）６８，９４２，９１５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） 

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２０１６（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２８年４月１日 

（変更後）平成２９年２月１７日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区東九条東山王町２７番地 元山王小学校 北校舎２階 

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１４，９６５，０００円 

（変更後）１５，０１３，２５０円 

 

７ 契約内容 

「京都やんちゃフェスタ２０１６（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） 

 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最適であると考えられる。 

また，同団体は，「京都やんちゃフェスタ」事業の実施に際して，第１回目から第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２８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２８年４月１日 

（変更後）平成２９年３月３１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９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）８８８，７６４，１９９円 

（変更前）９０１，９５１，８５１円 

（変更前）８６５，０８１，８９０円 

（変更前）９０１，６９７，９５６円 

（変更後）９０９，３００，５９７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） 

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

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

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

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

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1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

社会福祉法人 カトリック京都司教区
カリタス会

理事長 井上　新二
京都市中京区河原町通り三条上ﾙ下丸
屋町423番地

希望の家児童館 京都市南区東九条東岩本町31番地

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

桃の里児童館運営委員会 委員長 岡本　征平 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

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

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

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

社会福祉法人　京都社会事業財団 会長　野口　雅滋 京都市西京区山田平尾町17番地 松陽児童館 京都市西京区山田平尾町51番地の28

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

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

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

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

一元化民設計 35委託先 38児童館

委託先名称 委託先住所 児童館名称 児童館所在地

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

単独民設計 1委託先 1児童館



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２８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２８年４月１日 

（変更後）平成２９年２月１７日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区東九条東山王町２７番地 元山王小学校 北校舎２階 

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１３，６２７，２４０円 

（変更後）１３，６７５，４９０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） 

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２８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２８年４月１日 

（変更後）平成２９年２月１４日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区東九条東山王町２７番地 元山王小学校 北校舎２階 

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１３，４１５，５８０円 

（変更後）１３，４９１，８８１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） 

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２８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２８年４月１日 

（変更後）平成２９年３月３１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９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）１７，７１２，５４３円 

（変更前）１６，００１，５２７円 

（変更前）２０，６９３，７１８円 

（変更後）２０，６８５，２１１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） 

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 

平成２８年度錦林保育所敷地の境界確定及び土地地積更正登記業務委託 

 

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 

（当 初）平成２８年４月１日 

（変更後）平成２９年１月３１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町４３９番地 

公益社団法人 京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）４，３３７，２８０円 

（変更後）４，５６８，４００円 

 

７ 契約内容 

京都市錦林保育所敷地の境界確定及び土地地積更正登記を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

錦林保育所に係る土地境界確定に伴う調査及び手続き等の業務について，底地が煩雑であったた

め，当初の見積りよりも測量業務等が増加し，契約金額を変更する必要が生じたため。   

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

土地家屋調査士業務の専門性（ある程度価格の有利性を犠牲にしても，専門的業務の適性さ，迅

速性が重視される。），公嘱協会の業務の専門的能力結合性（協会は土地家屋調査士法第６３条に基

づき，土地家屋調査士がその専門的能力を結合して官公署等によつ不動産の表示に関する登記に必

要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目

的として設立された社団法人である），公嘱協会の公益法人性（利益追求団体ではない。），予定価格

の設定困難性（波長予定時点での業務処理項目の予想が困難で，事前に資料調査，現地調査をした

上でないと必要なすべての業務内容を把握できず，事前に入札に付するための予定価格の設定が困

難である。）が該当するため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

情報連携対応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２８年１１月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年１１月１日から平成２９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） 

８，００７，６６０円 

 

７ 契約内容 

子ども・子育て支援制度システムについて，情報連携対応に係る子ども・子育て支援制度システ

ムに係る改修を業務とする。 

 

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，契約の相手先は開発

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，地方自治法施行令第１６７条の２

第１項第２号の規定により，随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり 

 

11 その他 
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