
1 平成29年04月03日 京都市各区役所・支所保健福祉センター等窓口案内スタッフ派遣契約
予定
総額

11,080,800 
保健福祉局保健福祉部
保健福祉総務課

（株）キャリアパワー
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号

2 平成29年04月25日 子ども若者はぐくみ局創設に伴う南区役所ネットワーク工事作業委託 5,400,000 
保健福祉局保健福祉部
保健福祉総務課

アライドテレシス（株）
地方自治法施行令１６７条の２第
１項第２号

3 平成29年05月02日 区役所・支所の組織改正に伴うレイアウト変更（電話移設等） 28,134,000 
保健福祉局保健福祉部
保健福祉総務課

西日本電信電話（株）
地方自治法施行令１６７条の２第
１項第２号

4 平成29年04月11日
子ども若者はぐくみ局創設に伴う各区支所ネットワーク設計構築作業委
託

17,694,115 
保健福祉局保健福祉部
保健福祉総務課

アライドテレシス（株）
地方自治法施行令１６７条の２第
１項第２号

5 平成29年04月01日 住民基本台帳ネットワークシステム用追加機器の賃貸借 5,208,816 
保健福祉局保健福祉部
保健福祉総務課

（株）ＪＥＣＣ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

6 平成29年04月03日
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
２９年度）

16,114,934 
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２９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

7 平成29年04月03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２９
年度）

26,890,855 
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
２９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

8 平成29年07月05日
地域リハビリテーション推進センター，こころの健康増進セン
ター及び児童福祉センターの施設一体化整備基本計画策定業務委
託

7,236,000
保健福祉局障害保健福
祉推進室

（株）東畑建築事務所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

9 平成29年06月19日 次期京都市障害者保健福祉推進計画策定業務委託 6,544,800
保健福祉局障害保健福
祉推進室

（株）サーベイリサーチセン
ター

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

10 平成29年04月01日 障害支援区分認定調査業務委託（南山城学園) 7,200,000
保健福祉局障害保健福
祉推進室

（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

11 平成29年04月01日 京都市障害支援区分認定業務委託 73,483,200
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２号

12 平成29年04月01日 障害福祉オンラインシステム端末その他附属機器のレンタル 6,317,901 
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

13 平成29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） 7,415,539
保健福祉局障害保健福
祉推進室

（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

14 平成29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） 8,767,495
保健福祉局障害保健福
祉推進室

（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

15 平成29年04月01日 発達障害者支援センター運営事業委託 67,491,191
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
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16 平成29年04月12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

17 平成29年04月01日 京都市身体障害者相談事業委託 9,886,571
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

18 平成29年04月01日 京都市手話通訳者・奉仕員派遣事業委託 25,100,000
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

19 平成29年04月01日 京都市手話奉仕員養成事業委託 8,100,000
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

20 平成29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

21 平成29年07月03日 手話啓発番組「しゅわしゅわ京都」の制作及び放送に係る業務委託 5,989,140
保健福祉局障害保健福
祉推進室

（株）京都放送
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

22 平成29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） 26,238,480
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

23 平成29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） 26,817,164
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

24 平成29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）

67,778,032
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

25 平成29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）

61,119,640
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

26 平成29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）

26,817,164
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

27 平成29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） 27,488,480
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

28 平成29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）

62,094,000
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

29 平成29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） 26,817,164
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

30 平成29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） 32,776,836
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
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31 平成29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） 28,067,164
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

32 平成29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（かけはし分） 25,413,980
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

33 平成29年04月01日 京都市中途失明者生活指導員派遣事業委託 35,491,006
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

34 平成29年04月01日 はあと・フレンズ・プロジェクト推進事業委託 7,899,000
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

35 平成29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 16,380,000
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

36 平成29年04月01日 京都市障害者職場定着支援等推進センター南部分室事業委託 5,800,000
保健福祉局障害保健福
祉推進室

一般財団法人　永岡記念財団
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

37 平成29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 6,223,000
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

38 平成29年04月01日 全国障害者スポーツ大会派遣事業委託 13,612,000
保健福祉局障害保健福
祉推進室

（公社）京都市障害者スポーツ協
会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

39 平成29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 26,884,000
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

40 平成29年04月01日 京都市在宅心身障害児(者)療育支援事業委託（総合福祉協会） 6,495,999
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

41 平成29年07月12日 京都市難病医療支給認定システム構築業務委託 16,713,000
保健福祉局障害保健福
祉推進室

富士通（株）
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

42 平成29年04月03日 就労意欲喚起等支援事業委託契約 142,496,304 
保健福祉局生活福祉部
生活福祉課

（株）東京リーガルマインド
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

43 平成29年04月03日 生活保護等レセプト２次点検強化事業 12,509,035 
保健福祉局生活福祉部
生活福祉課

㈱メディブレーン
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第7号

44 平成29年04月01日 チャレンジ就労体験事業の委託契約 21,165,000 
保健福祉局生活福祉部
生活福祉課

（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

45 平成29年04月01日 平成２９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
生活福祉課

（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
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46 平成29年04月03日 平成２９年度年金検討員派遣事業の委託契約 32,983,200 
保健福祉局生活福祉部
生活福祉課

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

47 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 302,497,124 
保健福祉局生活福祉部
生活福祉課

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

48 平成29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29年度分） 15,814,008 
保健福祉局生活福祉部
生活福祉課

「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２９年
度分）」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

49 平成29年04月01日 平成２９年度生活保護等版レセプト管理クラウドシステム運用保守 7,689,600 
保健福祉局生活福祉部
生活福祉課

富士通エフ・アイ・ピー（株）
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

50 平成29年04月01日 平成２９年度京都市ホームレス衛生改善事業の委託契約 5,199,000 
保健福祉局生活福祉部
生活福祉課

（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

51 平成29年04月01日 平成２９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
生活福祉課

（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

52 平成29年04月01日
平成２９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

110,000,000 
保健福祉局生活福祉部
生活福祉課

（有）カリヤス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第６号

53 平成29年04月01日 平成２９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 34,656,000 
保健福祉局生活福祉部
生活福祉課

（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

54 平成29年04月01日 平成２９年度京都市ホームレス能力活用推進事業の委託契約 6,700,000 
保健福祉局生活福祉部
生活福祉課

（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

55 平成29年04月01日
平成２９年度京都市ホームレス訪問相談事業（緊急一時宿泊施設）の委
託契約

15,913,000 
保健福祉局生活福祉部
生活福祉課

（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

56 平成29年04月01日 平成２９年度京都市ホームレス訪問相談事業の委託契約（路上等） 13,705,000 
保健福祉局生活福祉部
生活福祉課

（特非）ゆい
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

57 平成29年04月01日
平成２９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

5,545,912 
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

58 平成29年04月01日 平成２９年度後期高齢者医療オンライン端末・付属機器の賃貸借 6,485,247 
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

59 平成29年04月01日
平成２９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）
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

60 平成29年04月01日
平成２９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
の賃借料

11,809,800 
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ＮＥ
Ｃ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
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61 平成29年04月01日 平成２９年度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

13,119,254 
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）

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

62 平成29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，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

13,850,744 
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

63 平成29年04月01日 平成２９年度国民健康保険料賦課の期間制限に係るシステム改修委託 22,812,688 
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２９年
度）コンソーシアム

地方自治法施行令１６７条の２第
１項第２号

64 平成29年04月01日
平成２９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
の委託

予定
総額

24,758,730
保健福祉局生活福祉部
保険年金課

三菱ＵＦＪニコス（株）
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

65 平成29年04月01日
平成２９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
器レンタルの賃借料

31,575,420 
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

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

66 平成29年04月01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 154,631,624 
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２９年
度前期分）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

67 平成29年04月01日
平成２９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

234,094,100 
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

68 平成29年04月01日
平成２９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

429,104,886 
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

69 平成29年05月09日
平成２９年度区役所・支所保険年金課への窓口案内スタッフの派遣業務
委託

予定
総額

10,825,056 
保健福祉局生活福祉部
保険年金課

テルウェル西日本(株)
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

70 平成29年06月01日
平成２９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

562,785,860 
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

71 平成29年07月03日
平成２９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

120,540,000 
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

72 平成29年07月10日 国民健康保険被保険者証の作成及び封入封緘業務等
予定
総額

22,326,084 
保健福祉局生活福祉部
保険年金課

トッパン・フォームズ(株)
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

73 平成29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 68,500,000 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（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

74 平成29年04月01日 平成２９年度京都市青年期健康診査の委託
予定
総額

20,624,000
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（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

75 平成29年04月01日
平成２９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
の実施委託

9,002,000 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（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



随意契約一覧表

契約金額（税込）
（単位：円）

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

76 平成29年04月01日 平成２９年度　介護予防普及啓発事業業務委託
予定
総額

12,824,680 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（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

77 平成29年04月01日
平成２９年度高齢者筋力トレーニング教室事業委託（管理経費分）
（北部）

予定
総額

6,252,000 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（公財）京都ＹＭＣＡ
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

78 平成29年04月01日 平成29年度胃がん検診委託
予定
総額

27,849,016 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（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

79 平成29年04月01日 平成29年度子宮頸がん検診委託
予定
総額

137,681,000 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（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

80 平成29年04月01日 平成29年度大腸がん検診委託
予定
総額

38,225,370 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（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

81 平成29年04月01日 平成29年度乳がん検診委託
予定
総額

137,874,000 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（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

82 平成29年04月01日 平成29年度肺がん検診委託
予定
総額

7,562,040 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（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

83 平成29年04月01日 平成29年度前立腺がん検診委託
予定
総額

13,826,849 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（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

84 平成29年04月01日 平成２９年度京都市健康診査・保健指導の委託
予定
総額

7,816,000 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（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

85 平成29年09月01日 平成29年度がんセット検診の委託
予定
総額

37,617,346 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

(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

86 平成29年06月27日
平成２９年度「健康長寿のまち・京都　いきいきポイント」運営業務委
託

（当初）
9,990,000
（変更後）
12,268,800

保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

凸版印刷（株）
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

87 平成29年06月15日 平成29年度胃がんリスク層別化検診委託
予定
総額

17,092,500 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（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

88 平成29年06月15日 平成29年度胃がん検診（個別実施）委託
予定
総額

41,621,000 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（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

89 平成29年06月01日 健康長寿のまち・京都いきいきアプリ（仮称）の開発に関する業務委託 17,992,800 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（公財）京都高度技術研究所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

90 平成29年04月01日 平成２９年度フッ化物歯面塗布事業委託
予定
総額

5,727,240 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（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
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91 平成29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

(当初）
13,101,488
（変更後）
17,491,468

保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

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

92 平成29年04月01日 京都市地域包括支援センター運営事業委託 1,584,300,000 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（福）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

93 平成29年04月01日
平成２９年度京都市認知症初期集中支援モデル事業に係る業務委託（北
区・上京区）

10,150,000 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（福）京都博愛会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

94 平成29年06月01日
平成２９年度京都市認知症初期集中支援モデル事業に係る業務委託（下
京区・南区）

8,500,000 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（医）康生会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

95 平成29年06月01日
平成２９年度京都市認知症初期集中支援モデル事業に係る業務委託（西
京区）

8,500,000 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（社）京都社会事業財団
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

96 平成29年04月01日 京都市地域支え合い活動創出事業の実施に係る業務委託 73,880,000
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（社）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

97 平成29年06月16日
健康長寿のまち・京都いきいき情報誌（仮称）の企画・製作等の広報に
係る業務委託

5,667,840 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室健康
長寿企画課

（株）京都リビング新聞社
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

98 平成29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 534,153,000 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

（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

99 平成29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 112,214,983 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

（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

100 平成29年04月01日 京都市緊急通報システム事業委託
予定
総額

102,931,124 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

富士通ソーシャルライフシステム
ズ（株）

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

101 平成29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 5,485,320 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

（株）リオス
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

102 平成29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

6,747,928 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

富士ゼロックス京都（株）
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

103 平成29年04月01日 介護保険料に係る領収済通知書の電子データの作成及び加工等業務
予定
総額

6,088,163 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

エム・ユー・ティ・ビジネスアウ
トソーシング（株）

地方自治法施行例第１６７条の２
第１項第２号

104 平成29年04月01日 介護保険料還付等事務業務委託
34,771,680
(3年総額
104,315,040)

保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

日本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

105 平成29年06月12日
次期京都市高齢者保健福祉計画・京都市介護保険事業計画の策定に係る
委託業務

8,478,000 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

(株)サーベイリサーチセンター
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

契約金額（税込）
（単位：円）

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

106 平成29年04月01日
介護予防・日常生活支援総合事業対応に係るACOSシステム改修（平成29
年度）

(当初)
265,949,600円
(変更後)
270,461,840円

保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

介護予防・日常生活支援総合事業
対応に係るシステム改修(平成２
９年度)コンソーシアム

地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
第１１条第１項第２号

107 平成29年04月01日 介護保険制度改正に係るACOSシステム改修（平成29年度） 15,673,521 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

介護保険制度改正に係るシステム
改修(平成２９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

108 平成29年04月01日
平成２９年度日本電気株式会社製端末その他付属機器レンタル契約につ
いて

30,232,116 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

日本電気株式会社製端末その他付
属機器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

109 平成29年04月01日 京都市配食サービス事業委託
予定
総額

8,647,235 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

（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

110 平成29年04月01日 京都市配食サービス事業委託
予定
総額

11,063,892 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

（福）京都老人福祉協会
（藤森センターほっこり）

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

111 平成29年04月01日 京都市敬老乗車証交付業務委託
予定
総額

9,270,720 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

日本郵便（株）
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

112 平成29年08月23日 右京老人福祉センター・太秦デイサービスセンター空調緊急改修工事 4,698,000 
保健福祉局健康長寿の
まち・京都推進室介護
ケア推進課

（株）吉川工務店
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号

113 平成29年04月01日 平成２９年度予防接種委託
予定
金額

3,358,214,383 
保健福祉局医療衛生推
進室健康安全課

（一社）京都府医師会 他１０７
件

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

114 平成29年04月01日 平成２９年度予防接種審査事務委託
予定
金額

23,051,855 
保健福祉局医療衛生推
進室健康安全課

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

115 平成29年04月01日 平成２９年度胸部（結核・肺がん）検診委託
予定
総額

30,974,664 
保健福祉局医療衛生推
進室健康安全課

（一財）京都予防医学センター他
８件

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

116 平成29年04月01日 平成２９年度風しん抗体検査委託
予定
総額

11,412,000 
保健福祉局医療衛生推
進室健康安全課

（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

117 平成28年04月01日 平成２９年度食鳥検査の委託 12,700,800 
保健福祉局医療衛生推
進室健康安全課

（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

118 平成29年04月01日
平成２９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

8,897,040 
保健福祉局医療衛生推
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

119 平成29年04月01日 平成２９年度京都市休日急病歯科診療所運営 40,425,191 
保健福祉局医療衛生推
進室医務衛生課

（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

120 平成29年04月01日 平成２９年度京都市急病診療所運営 397,418,000 
保健福祉局医療衛生推
進室医務衛生課

一般社団法人　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



随意契約一覧表

契約金額（税込）
（単位：円）

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約の相手方の名称 根拠法令

121 平成28年04月01日 平成２９年度中央斎場の受付業務等委託

（当初）
12,960,000
（変更後）
14,346,720

保健福祉局医療衛生推
進室医務衛生課

（株）宮本工業所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

122 平成29年04月01日 平成２９年度京都市中央斎場火葬設備定期保守点検業務委託 19,872,000 
保健福祉局医療衛生推
進室医務衛生課

（株）宮本工業所
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

123 平成29年06月01日 違法な「民泊」施設の適正化指導の強化に向けた調査業務 18,181,859 
保健福祉局医療衛生推
進室医務衛生課

（株）ＪＴＢ西日本
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

124 平成29年04月01日 平成２９年度「京都市自殺総合対策業務」委託 7,200,000 
保健福祉局こころの健
康増進センター相談援
助課

（株）関広
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

125 平成29年04月01日
平成２９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）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

126 平成29年04月01日
平成２９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

24,364,800 
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

㈱ニチダン
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

127 平成29年04月01日 平成２９年度　京都市環境情報処理システム保守業務委託 8,652,312 
保健福祉局保健衛生推
進室衛生環境研究所

環境計測（株）
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 

京都市各区役所・支所保健福祉センター等窓口案内スタッフ派遣契約 

 

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４月３日 

 

４ 履行期間 

平成２９年５月８日から平成２９年７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）１１，０８０，８００円 

 

７ 契約内容 

平成２９年５月８日付けの区役所・支所の福祉・保健の組織再編に伴う，区役所・支所内の大規

模なレイアウト変更を踏まえ，来庁者を円滑に所用の窓口に案内するための案内スタッフを全区役

所・支所に派遣する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

区役所・支所の組織再編に当たり，それぞれ異なる庁舎事情も踏まえながら，来庁する市民にと

って手続きや相談がしやすいよう各部署を配置する等きめ細かく配慮したレイアウトとする必要が

ある。このレイアウト変更については，組織再編内容やそれに伴う人員配置が固まってはじめて新

たなレイアウトが確定できるが，それらが確定したのは組織再編直前の４月初旬であった。レイア

ウトの変更内容は，市民しんぶん等の広報によりできる限りの周知を図るものの，毎日多くの来庁

者がある中，変更直後は，新たな窓口の配置に対して，来庁者が大きく混乱するとともに，区役所・

支所運営にも支障が生じる恐れがある。 

市民が窓口を迷うことなくスムーズに手続き・相談等をするためには，所用がある窓口まで来庁

者を案内するスタッフを配置する必要があるが，組織再編の５月８日から案内スタッフ配置するた

めには，人材確保のための準備期間を含めて遅くとも４月上旬には契約を締結する必要がある。し

かし，レイアウト確定後でなければ，案内スタッフの配置の必要性が判断できず，入札執行に必要

な期間を確保することができなかったため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に基づ

き，随意契約を行うもの。 

 

９ 根拠法令 



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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５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１項第５号に基づく契約であるが，可能な限り，低廉な価格

での調達を行うため，複数の契約の相手方候補者に対し，見積もり合わせを実施のうえ， も低廉

な金額の提示のあった相手方を選定した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

子ども若者はぐくみ局創設に伴う南区役所ネットワーク工事作業委託 

 

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４月２５日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月２５日から平成２９年５月８日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市中央区本町2-5-7 

アライドテレシス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，４００，０００円 

 

７ 契約内容 

  本市の子ども若者はぐくみ局創設に伴い，南区役所に設置される新組織で本市イントラネットシ

ステム，基幹系システム及び独自系システムの利用ができるよう，既存ネットワークの工事を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

区役所及び支所内のネットワーク及びシステムは，アライドテレシス株式会社が運用管理事業者

として運用管理を行っている。 

既存システムの移設を伴う作業については，既存システム等への影響が生じた場合の責任の所在

が明確となるよう，システム移設業務受託者と運用管理事業者とで入念な打合せをしたうえで実施

する必要があると同時に，本業務は，局創設の組織改正後から区役所・支所の新組織設置までの短

期間に移設を完了しなければならない。 

このため，現運用管理事業者以外の者に履行させた場合，既存システム等に影響を与えることや

責任の所在が不明確になる等ネットワーク・システム運用管理に著しい支障が生じる恐れがある。

よって，本業務を履行できるのは現運用管理事業者であるアライドテレシス株式会社以外になく，

その性質又は目的が競争入札に適しないためアライドテレシス会社と契約を締結する。 

 

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 

区役所・支所の組織改正に伴うレイアウト変更（電話移設等） 

 

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５月２日 

 

４ 履行期間 

平成２９年５月２日から平成２９年５月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市中京区烏丸三条上ル場之町604 

西日本電信電話株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２８，１３４，０００円 

 

７ 契約内容 

  組織改正によるレイアウト変更等に伴い，各区及び支所における電話機移設，増設及び電話機設

定データ変更を行うための工事を実施する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本市では，内線電話機の端末情報を電話主装置にて一括制御するシステム構成をとっており，電

話機の設置に当たっては，電話主装置（同）の設定データ，配線経路，回線情報等を把握している

必要があるため，当該設備の配置，保守管理を委託している西日本電信電話株式会社以外では契約

の目的が達成できないため，地方自治法施行令１６７条の２第１項第２号に基づき，当該業者と随

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 

子ども若者はぐくみ局創設に伴う各区支所ネットワーク設計構築作業委託 

 

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４月１１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１１日から平成２９年５月８日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市中央区本町2-5-7 

アライドテレシス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１７，６９４，１１５円 

 

７ 契約内容 

本市の子ども若者はぐくみ局創設に伴い，区役所・支所に設置される新組織において，本市イン

トラネットシステム，基幹系システム及び独自系システムの利用ができるよう，既存ネットワーク

の構成変更等の設計構築を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

区役所及び支所内のネットワーク及びシステムは，アライドテレシス株式会社が運用管理事業者

として運用管理を行っている。 

既存ネットワークの構成変更等の作業については，既存システム等への影響が生じた場合の責任

の所在が明確となるよう，ネットワーク設計構築業務受託者と運用管理事業者とで入念な打合せを

したうえで実施する必要があると同時に，本業務は，局創設の組織改正後から区役所・支所の新組

織設置までの短期間に構築しなければならない。 

このため，現運用管理事業者以外の者に履行させた場合，既存システム等に影響を与えることや

責任の所在が不明確になる等ネットワーク・システムの運用管理に著しい支障が生じる恐れがある。

よって，本業務を履行できるのは，現運用管理者であるアライドテレシス株式会社以外になく，そ

の性質又は目的が競争入札に適しないためアライドテレシス会社と契約を締結する。 

 

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 

住民基本台帳ネットワークシステム用追加機器の賃貸借 

 

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２７年１２月１日 

（平成２９年度分負担行為：平成２９年４月１日） 

 

４ 履行期間 

平成２７年１２月１日～平成３２年１１月３０日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

５，２０８，８１６円 

 

７ 契約内容 

全国の住基情報と連携しており，全国民のマイナンバーの確認が可能な統合端末２１台をリース

契約にて，導入するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

契約対象となる機器については，既に情報化推進室に設置されている住基ネットサーバーに接続

して住民基本台帳ネットワークシステムを使用するものであり，端末装置及びその他付属機器に係

る部分を切り離して調達及び導入を行うことは，既存のシステムへの影響が発生するため不可能で

ある。そのため既存機器の導入及び運用業者である当該業者と契約するもの。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

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２９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４月３日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月３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 

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２９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 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，１１４，９３４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） 

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いるため，地方自治法施行令１６７

条の２第１項第２号に基づき，当該業者と随意契約を締結する。 

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。 

  なお，本改修は，平成２８年度に委託実施していた「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」で行った作業内容を踏まえるとともに，同様の委託体制により実施するこ

とで，効率的な改修が行えるものである。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８と同じ 



 

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２９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４月３日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月３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 

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２９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 

 

６ 契約金額（税込み） 

２６，８９０，８５５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いるため，地方自治法施行令１６７

条の２第１項第２号に基づき，当該業者と随意契約を締結する。 

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。 

なお，本改修は，平成２８年度に委託実施していた「子ども若者はぐくみ局創設に係るシステム

改修（自立支援費システム等分）」で行った作業内容を踏まえるとともに，同様の委託体制により実

施することで，効率的な改修が行えるものである。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８と同じ 



 

11 その他 

 

 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

地域リハビリテーション推進センター，こころの健康増進センター及び児童福祉センターの施設

一体化整備基本計画策定業務委託 

 

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２９年７月５日 

 

４ 履行期間 

平成２９年７月６日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市中央区高麗橋二丁目６番１０号 

株式会社 東畑建築事務所 大阪事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，２３６，０００円 

 

７ 契約内容 

地域リハビリテーション推進センター，こころの健康増進センター及び児童福祉センターの施設

一体化整備基本計画策定業務委託 

 

８ 随意契約の理由 

  地域リハビリテーション推進センター，こころの健康増進センター及び児童福祉センターの施設

一体化整備基本計画策定委託事業に当たっては，受託候補者がこれまで培ってきた専門知識，ノウ

ハウ，実施体制等により，履行内容や履行方法に顕著な差異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。 

  このため，価格のみで委託先が選定する競争入札には適さず，公募型プロポーザルに基づく審査

結果に基づき，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により，随意契約を行ったものであ

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２９年６月２７日に受託候補者選定に係るプレゼンテーションを実施し，選定委員会による

審査の結果，株式会社東畑建築事務所大阪事務所が も高い評価を獲得したため 

 

11 その他 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

次期京都市障害者保健福祉推進計画策定業務委託 

 

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２９年６月１９日 

 

４ 履行期間 

平成２９年６月１９日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  大阪市北区天満橋１丁目８番３０号 

株式会社サーベイリサーチセンター 大阪事務所 

     

６ 契約金額（税込み） 

６，５４４，８００円 

 

７ 契約内容 

次期京都市障害者保健福祉推進計画策定業務委託 

 

８ 随意契約の理由 

  次期京都市障害者保健福祉推進計画策定業務に係る委託事業に当たっては，受託候補者がこれま

で培ってきた専門知識，ノウハウ，実施体制等により，履行内容や履行方法に顕著な差異が現れる

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。 

  このため，価格のみで委託先が選定する競争入札には適さず，公募型プロポーザルに基づく審査

結果に基づき，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により，随意契約を行ったものであ

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２９年５月３０日に受託候補者選定に係るプレゼンテーションを実施し，審査した結果，株

式会社サーベイリサーチセンター大阪事務所が適当と判断したため 

 

11 その他 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

障害支援区分認定調査業務委託（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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

７，２００，０００円（予定額） 

 

７ 契約内容 

障害者福祉施設等入所者及び福祉サービス利用者に係る障害支援区分認定の更新等に伴い必要と

なる障害支援区分認定調査委託 

 

８ 随意契約の理由 

  次の理由から，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，随意契約を行って

いる。 

○ 認定調査の内容は，①障害のある方本人及び家族等の状況や，現在利用されている障害福祉サ

ービス等の内容及び家族の介護状況等を調査（概況調査）し，②障害のある方について，心身の

状況を把握するために必要となる８０項目の調査（基礎調査）及び当該調査について特に具体的

な状況の記載が必要な事項（特記事項）の調査を行う。このため，調査を行う者については，障

害のある方等についての保健，医療及び福祉に関する専門的知識及び技術を有するとともに，都

道府県等が実施する障害支援区分認定調査員研修を終了した者であることが必要となっている。

（障害者総合支援法第２０条第３項及び障害者総合支援法施行規則第１０条） 

 ○ 認定調査の内容は，個人の秘密事項に関するものであり，極めて強い守秘義務が要求される。 

 ○ 認定調査の委託先としては，障害者総合支援法による都道府県の指定を受けた指定相談支援事

業者等に限定される。 

 

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 

  障害支援区分認定調査について，市町村は，法第５１条の１４第１項に規定する指定相談支援事



業者等に委託することができるとされている。また，左記の規定により委託を受けた相談支援事業

者等は，厚生労働大臣が定める研修を修了した，障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び

技術を有する者に当該委託に係る調査を行わせるものとする，とされている。 

  現状では，調査対象者の認定調査を引き受ける体制が整っている事業所は，障害者地域生活支援

センター，京都ライトハウス,京都市聴覚言語障害者センター等を除き，社会福祉法人南山城学園の

みであり，ほかに委託できる指定一般相談支援事業者がないことから，委託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 

  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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで（長期継続契約） 

 

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） 

  ７３，４８３，２００円 

  内訳 平成２９年度 ２２，４５３，２００円 

     平成３０年度 ２８，５７６，８００円 

     平成３１年度 ２２，４５３，２００円 

 

７ 契約内容 

 ・ 障害支援区分認定事務総括及びスケジュール管理 

 ・ 障害支援区分判定ソフト及びその他周辺機器の作業  

 ・ 運用業務（一次判定処理,審査会資料の作成,審査会運営等） 

 ・ 運用業務に付随するその他の管理作業 

 ・ 執務室の管理 

 

８ 随意契約の理由 

障害支援区分の認定等に係る業務については，障害者福祉関係法令に基づく迅速かつ正確な事務処理

を必要とし，また，障害状況等の極めて高度な個人情報を取り扱うため，個人情報保護や法令遵守に対

する高い意識に基づき業務を遂行しなければならない。 
 このため，価格のみで委託先が選定する競争入札には適さず，公募型プロポーザルに基づく審査結果

に基づき，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により，随意契約を行ったものである。 

  

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 

  ８のとおり 

 

11 その他 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

障害保健福祉オンラインシステム端末その他付属機器のレンタル 

 

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成２９年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

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 
代表者 株式会社ＪＥＣＣ 
 

６ 契約金額（税込み） 

６，３１７，９０１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，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，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，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に係る賃貸借業務コン

ソーシアムのみであるため 
 

11 その他 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名   

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間  

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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）  

７，４１５，５３９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，在宅の重度知的障害児（者）に対し，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，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，在宅の重度知的障害児（者）が，日常活動の場において，状況に応じた適切な

援助が受けられるよう，訪問により，家庭における社会参加に向けた療育支援や障害児（者）を受け

入れている地域の保育所など施設において職員への療育技術の指導を行い，地域の療育機能を高める

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

いる専門的なスタッフを要する。 

 社会福祉法人南山城学園は，障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所等を運営し，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を有しており，

市内で唯一，上記要件を引き続き満たしていると判断されるため，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   

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間  

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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）  

８，７６７，４９５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，在宅の心身障害児（者）に対する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，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，在宅の知的障害児（者）や発達障害児（者）が，日常活動の場において，状況

に応じた適切な援助が受けられるよう，訪問により，家庭における社会参加に向けた療育支援や障害

児を受け入れている地域の保育所など施設において職員への療育技術の指導を行い，地域の療育機能

を高める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

を備えている専門的なスタッフを要する。 

 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，障害児入所

施設及び児童発達支援センター等を運営し，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を有しており，市内で唯一，上記要件を引き続き満たしている



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 

  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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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） 

  ６７，４９１，１９１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

するために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 

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２９年４月１２日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１２日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区壬生坊城町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 

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

９，８８６，５７１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，法律相談，住環境整備総合支援相談） 

 

８ 随意契約の理由 

契約内容が身体障害者の住環境相談をはじめとする専門相談を委託するというものであり，身体

障害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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

２５，１００，０００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，委託先が特定の一者に限られるため 

 

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 

京都市手話奉仕員養成事業委託 

 

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

８，１００，０００円 

 

７ 契約内容 

手話奉仕員の養成事業 

 

８ 随意契約の理由 

本事業の契約内容は，手話奉仕員養成という専門性を要するものであり，聴覚障害者及び手話に

関する専門知識等が必要であることから，契約の性質が競争入札に適さない。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 

社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会は，手話奉仕員の養成について，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 

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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 

要約筆記者の派遣事業 

 

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，委託先が特定の一者に限られるため 

  

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 

手話啓発番組「しゅわしゅわ京都」の制作及び放送に係る業務委託 

 

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２９年７月３日 

 

４ 履行期間 

平成２９年７月３日から平成２９年９月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 
京都市上京区烏丸通一条下る龍前町６００番地の１ 

  株式会社 京都放送 
 

６ 契約金額（税込み） 

５，９８９，１４０円 

 

７ 契約内容 

手話啓発番組「しゅわしゅわ京都」の制作及び放送に係る業務委託 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業の契約内容は京都市民の手話への理解促進・普及を目的とするものであるため，京都

市民への情報発信に重点を置き，かつ本市の素材を活用した番組制作が可能な事業者である必

要がある。当該契約を履行可能な事業者は，京都地域への放送を中心とした放送局である株式

会社京都放送のみであるため 
 

 

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 

  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２９年４月 1日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月 1日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

２６，２３８，４８０円 

 

７ 契約内容 

 ・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第７７条第

１項第３号に規定する相談支援事業 

・ 法第８９条の３に規定する協議会の運営 

・ その他 

 

８ 随意契約の理由 

 本事業は，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，業務の実施には，専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性，

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，地域に根ざした支援を行

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，契

約の目的が競争入札に適さないため 

 

９ 根拠法令 

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 

上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現

時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指

定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業

の実施に必要な専門的スタッフを有しているため 

また，障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等

を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため 

 

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２９年４月 1日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月 1日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

２６，８１７，１６４円 

 

７ 契約内容 

 ・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第７７条第

１項第３号に規定する相談支援事業 

・ 法第８９条の３に規定する協議会の運営 

・ その他 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，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，業務の実施には，専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性，

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，地域に根ざした支援を

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，

契約の目的が競争入札に適さないため 

 

９ 根拠法令 

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 

上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現

時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指

定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業

の実施に必要な専門的スタッフを有しているため 

また，障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等

を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため 

 

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（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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

６７，７７８，０３２円 

 

７ 契約内容 

 ・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第７７条第１

項第３号に規定する相談支援事業 

・ 法第７７条の２に規定する基幹相談支援センターの業務 

・ 法第８９条の３に規定する協議会の運営 

・ その他 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，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，業務の実施には，専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性，

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，地域に根ざした支援を行

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，契

約の目的が競争入札に適さないため 

 

９ 根拠法令 

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 

上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時

点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事

業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施

に必要な専門的スタッフを有しているため 

また，障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等を

長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため 

 

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

６１，１１９，６４０円 

 

７ 契約内容 

 ・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第７７条第１

項第３号に規定する相談支援事業 

・ 法第７７条の２に規定する基幹相談支援センターの業務 

・ 法第８９条の３に規定する協議会の運営 

・ その他 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，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，業務の実施には，専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性，

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，地域に根ざした支援を行

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，契

約の目的が競争入札に適さないため 

 

９ 根拠法令 

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 

上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時

点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事

業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施

に必要な専門的スタッフを有しているため 

また，障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等を

長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため 

 

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２９年４月 1日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月 1日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

２６，８１７，１６４円 

 

７ 契約内容 

 ・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第７７条第

１項第３号に規定する相談支援事業 

・ 法第８９条の３に規定する協議会の運営 

・ その他 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，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，業務の実施には，専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性，

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，地域に根ざした支援を

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，

契約の目的が競争入札に適さないため 

 

９ 根拠法令 

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 

上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現

時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指

定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業

の実施に必要な専門的スタッフを有しているため 

また，障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等

を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため 

 

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２９年４月 1日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月 1日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

２７，４８８，４８０円 

 

７ 契約内容 

 ・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第７７条第

１項第３号に規定する相談支援事業 

・ 法第８９条の３に規定する協議会の運営 

・ その他 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，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，業務の実施には，専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性，

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，地域に根ざした支援を

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，

契約の目的が競争入札に適さないため 

 

９ 根拠法令 

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 

上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現

時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指

定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業

の実施に必要な専門的スタッフを有しているため 

また，障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等

を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため 

 

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

６２，０９４，０００円 

 

７ 契約内容 

 ・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第７７条第１

項第３号に規定する相談支援事業 

・ 法第７７条の２に規定する基幹相談支援センターの業務 

・ 法第８９条の３に規定する協議会の運営 

・ その他 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，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，業務の実施には，専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性，

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，地域に根ざした支援を行

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，契

約の目的が競争入札に適さないため 

 

９ 根拠法令 

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 

上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時

点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事

業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施

に必要な専門的スタッフを有しているため 

また，障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等を

長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため 

 

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２９年４月 1日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月 1日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

２６，８１７，１６４円 

 

７ 契約内容 

 ・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第７７条第

１項第３号に規定する相談支援事業 

・ 法第８９条の３に規定する協議会の運営 

・ その他 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，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，業務の実施には，専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性，

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，地域に根ざした支援を

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，

契約の目的が競争入札に適さないため 

 

９ 根拠法令 

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 

上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現

時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指

定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業

の実施に必要な専門的スタッフを有しているため 

また，障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等

を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため 

 

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

３２，７７６，８３６円 

 

７ 契約内容 

 ・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第７７条第１

項第３号に規定する相談支援事業 

・ 法第７７条の２に規定する基幹相談支援センターの業務 

・ 法第８９条の３に規定する協議会の運営 

・ その他 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，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，業務の実施には，専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性，

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，地域に根ざした支援を行

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，契

約の目的が競争入札に適さないため 

 

９ 根拠法令 

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 

上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時

点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事

業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施

に必要な専門的スタッフを有しているため 

また，障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等を

長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため 

 

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２９年４月 1日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月 1日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

２８，０６７，１６４円 

 

７ 契約内容 

 ・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第７７条第

１項第３号に規定する相談支援事業 

・ 法第８９条の３に規定する協議会の運営 

・ その他 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，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，業務の実施には，専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性，

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，地域に根ざした支援を

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，

契約の目的が競争入札に適さないため 

 

９ 根拠法令 

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 

上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現

時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指

定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業

の実施に必要な専門的スタッフを有しているため 

また，障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等

を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため 

 

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２９年４月 1日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月 1日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

２５，４１３，９８０円 

 

７ 契約内容 

 ・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第７７条第

１項第３号に規定する相談支援事業 

・ 法第８９条の３に規定する協議会の運営 

・ その他 

 

８ 随意契約の理由 

  本事業は，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，業務の実施には，専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性，

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，地域に根ざした支援を

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，

契約の目的が競争入札に適さないため 

 

９ 根拠法令 

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 

上記法人は,昨年度，本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点

でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事

業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実

施に必要な専門的スタッフを有しているため 

また，障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等

を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため 

 

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

３５，４９１，００６円 

 

７ 契約内容 

疾病，事故等により中途失明した者の自立に必要な指導や助言等を行う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 

公益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 

  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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市南区東九条殿田町７０ テルサ京都内 

 京都府高齢・障害者雇用支援協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

金７，８９９，０００円 

 

７ 契約内容 

 （１）「企業連携」，「事業所連携」，「市民協働」による新製品開発 

（２）販路拡大の取組推進 

（３）出展事業所と企業の連携・交流の創出 

（４）その他 

  
８ 随意契約の理由 

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 

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日 

 

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） 

１６，３８０，０００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 

京都市障害者職場定着支援等推進センター南部分室事業委託 

 

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都府長岡京市友岡４丁目１８番１号 

 一般財団法人 長岡記念財団 

  

６ 契約金額（税込み） 

５，８００，０００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と効果的な定着支援へのフィードバック 

（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 

平成３０年度から法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が追加されるなど，精神障害のある

方の就労，定着支援のニーズが今後飛躍的に増加していくことが見込まれているため，京都市障害

者職場定着支援等推進センターに，新たに南部分室を設置したうえで，精神障害者対応の専門人員

（精神障害者職場定着支援員）を配置して対応することとなった。 

 推進センター南部分室の運営にあたっては，定着支援業務の実績を有し，障害のある方の就業に



係る生活支援や就労支援のノウハウを持ち，同じく南部地域（南区，伏見区）を所管とする「しょ

うがい者就業・生活支援センター はあとふるアイリス」と一体的に運営することができる唯一の団

体である「一般財団法人 長岡記念財団」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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

６，２２３，０００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 

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区高野玉岡町５番地 

公益社団法人 京都市障害者スポーツ協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１３，６１２，０００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 

京都市内においてこの委託内容を履行できる団体は，京都市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公益財団法人京都市障害者スポーツ

協会以外にないため 

 

11 その他 



 
随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市上京区猪熊通丸太町下る仲ノ町５１９番地 京都社会福祉会館内４階 

一般社団法人 京都精神保健福祉協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２６，８８４，０００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おり，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（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２９年４月１日 

 

４ 履行期間  

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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）  

６，４９５，９９９円 

 

７ 契約内容  

在宅心身障害児（者）への訪問による療育指導 

 

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，関係機関と連携して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 

京都市難病医療支給認定システム構築業務委託 

 

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２９年７月１２日 

 

４ 履行期間 

平成２９年７月１２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麸屋町西入立売東町１ 

  富士通 株式会社 京都支社 

    

６ 契約金額（税込み） 

１６，７１３，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市難病医療支給認定システム構築業務委託 

 

８ 随意契約の理由 

京都市難病医療支給認定システム構築業務委託事業に当たっては，受託候補者がこれまで培って

きた専門知識，ノウハウ，実施体制等により，履行内容や履行方法に顕著な差異が現れることが予

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。 

  このため，価格のみで委託先が選定する競争入札には適さず，公募型プロポーザルに基づく審査

結果に基づき，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により，随意契約を行ったものであ

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２９年６月９日に受託候補者選定に係るプレゼンテーションを実施し，審査した結果，富士

通株式会社京都支社が適当と判断したため 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  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生活福祉課 

 
３ 契約締結日 

  平成２９年４月３日 

 
４ 履行期間 

  平成２９年４月３日から平成３０年３月３０日まで 

 
５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  大阪府大阪市北区茶屋町１－２７ 

  株式会社東京リーガルマインド 

 
６ 契約金額（税込み） 

  １４２，４９６，３０４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７名の職員で総合評価を行った

結果，株式会社東京リーガルマインドが 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 

生活保護等レセプト２次点検強化事業 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部生活福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月３日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月３日から平成３０年３月３０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市中央区徳井町２－４－１４ 

株式会社 メディブレーン  

 

６ 契約金額（税込み） 

１２，５０９，０３５円 

 

７ 契約内容 

本市では，「生活保護法」に基づく医療扶助及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び 

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づく医療支援

給付について，その適正な給付とケース処遇の充実を図ることを目的として「生活保護等レセ

プト２次点検強化事業」を実施し，レセプト点検等業務を民間事業者に委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

医療扶助等に関するレセプトについては，社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」と

いう。)京都支部において１次審査が行われている。 

これまで本市においては，支払基金の１次審査後の医療扶助等のレセプトについて，平成２

７年度以前は旧監査適正給付推進課において内容点検(レセプトの算定内容について，診療点数

早見表に則って算定されているか確認するもの)及びレセプト管理(支払基金及び福祉事務所と

のレセプト及び関係書類のやり取り)を，旧地域福祉課において資格点検(生活保護及び他法の

受給資格について誤りなく算定されているか確認するもの)及びレセプトの分析等を行ってお

り，それぞれの業務について民間事業者に委託して実施してきた。 

  平成２８年度から，医療扶助等に関するレセプト点検を一体的に行うために，旧監査適正給

付推進課が担当していた内容点検業務についても旧地域福祉課に移管されたが，内容点検及び

レセプト管理(「生保診療報酬明細書２次点検業務」)，資格点検及び分析等(「生活保護等レセ

プト点検充実強化事業」)で個々に民間事業者と委託契約を締結していた。 

  これらの事業について，これまで個別に事業者に委託していたため，例えば，資格点検で過

誤を発見したレセプトについて，支払基金に返戻する事務自体は，内容点検の事務と一体して 



行っているため，それぞれ事業の委託先の事業者が異なる場合には，１枚のレセプトの返戻に

当たって，複数回の確認作業が必要となり，全体として非効率な部分があった。またレセプト

の分析によって得られた医療扶助レセプトの傾向を内容点検の点検項目に反映することによっ

て，本市の医療扶助の傾向を踏まえた内容点検の実施が期待できるなど，事業を統合し一本化

して実施していくことにより，効果的かつ効率的に適正な医療扶助の実施を図ることが可能と

なる。よって平成２９年度については上記の業務・事業を統合して行うこととする。 

  事業の統合実施に当たって，妥当な予定価格を判断することが出来ないため，本市で現在点

検業務を行っている事業者，本市の指名業者のうちレセプト点検を行っている事業者，指名業

者ではないが他の保険者でのレセプト点検実績が豊富であり，かつ特定保健指導機関の届出が

あり，Ｐマークを取得している等により，本事業の遂行にあたり専門的見地からレセプト分析

を行える職員の配置が期待される事業者からそれぞれ見積書を徴取した。その結果，株式会社

メディブレーン（以下「メディブレーン」という。）については他者と比較して２割以上低廉な

価格となる価格提示があった。 

メディブレーンに対し提示価格の根拠を確認したところ，当業務を効率的に遂行するにあた

り，本市の生活保護，とりわけ医療扶助の状況や支払基金京都支部の審査の傾向について熟知

した職員の配置，また，本市生活保護等電算システムの仕様に即した点検システムの導入が必

要であるが，本市のレセプト点検業務の受託実績が豊富であることから，事業者の既存職員及

びシステムを活用することで，新たな職員の採用・教育やシステム開発が不要であるため，低

廉な価格での事業受託が可能であるとのことであった。 

当課としては，過去の実績を見ても，本件委託業務の品質の確保は十分になされており，メ

ディブレーンの職員のノウハウ経験を活用することにより，著しく有利な価格で契約すること

ができると認められることから，「地方自治法施行令第１６７条の２第１項第７号」に該当する

ため，メディブレーンを委託先業者として選定し，契約を締結することとする。 
 

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第７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 

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生活福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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） 

２１，１６５，０００円 

 

７ 契約内容 

生活保護を受給している被保護者及び現に経済的に困窮し， 低限度の生活を維持することがで
きなくなるおそれのある生活困窮者（以下，「被保護者等」という。）の中には，就労に対する不
安，ひいては，社会や人との関わりに不安を抱き，長期の引きこもりにあるなど，就労に至ること
が困難な者が多い。 
本市においては，このような者を対象に就労体験の場を提供し，その体験にきめ細かく寄り添い

支えることで様々な不安を払しょくし，その自立を図っていくことを目的とする事業を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  生活保護を受給している被保護者及び現に経済的に困窮し， 低限度の生活を維持することが

できなくなるおそれのある生活困窮者の中には，長期の引きこもりや対人関係の構築の失敗等に

より，就労に対する不安を抱え，ひいては社会との関わりに不安や不信感を抱き，就労に至るこ

とが困難な者が多い。こうした者を対象に，就労への関心を持たせるための動機付け，その関心

を高めるための多種多様な就労体験先の提供，さらには就労体験終了後のフォローアップ等，き

め細かに寄り添い，支えることで就労や社会とかかわることへの不安の払しょくを図り，更には

自立につなげていくことを目的に，支援対象者に対する支援業務及び就労体験先開拓業務を委託

するに当たっては，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者を募集したところ，１事業者（社会福祉法人京都市社会福

祉協議会）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４名の職員（生活福祉部長及び地域福祉課補職者３名）で総合評価を行った結果，社会福祉

法人京都市社会福祉協議会が 低選定基準点（８０点）を上回る評価点を獲得し，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 

平成29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生活福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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（変更契約の場合は変更理由） 

 委託業務の遂行に当たり，受託者は以下の条件に該当する必要がある。 

  利用者の就業に向けた適性把握や面接相談などの就労支援にとどまらず，生活レベルまで踏

み込んだ自立支援を実施できる十分な能力を有すると認められること。 

  失業者等，日常生活全般に困難を抱えており，生活の立て直しのために継続的な相談支援と

生活費及び一時的な資金を必要とする世帯に対して生活資金や住居入居資金などの貸付を行

う「総合支援資金」との密接な連携が図られること。 

  幅広い福祉施策に精通し，必要に応じて，こうした施策へ速やかに繋げられるよう，各区福 

祉事務所と密接な連携をとることが可能であること。 

  各行政区において，受託業務を実施する十分な体制を整えることができると認められること。 

これらの条件をすべて満たすことができる受託先は，生活困窮者等に対する生活支援をはじめ，

全市レベルでの地域の社会福祉活動を総合的に推進する法人であり，市内に各区社会福祉協議会を

設置し統括する京都市社会福祉協議会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２９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生活福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月３日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月３日～平成３０年３月３１日 

 

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） 

  ３２，９８３，２００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区役所・支所保健福祉センターへ派遣し，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（変更契約の場合は変更理由） 

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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

京都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生活福祉課 

 
３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年２月１０日 

  （変更後）平成２９年４月 １日 

４ 履行期間 

平成２９年２月１０日から平成２９年１２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） 

 （当 初）１１０，１１７，１１８円 
 （変更後）３０２，４９７，１２４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 

 当該委託契約において実施する臨時福祉給付金（経済対策分）申請支給支援業務は，同給付

金の支給スケジュールが平成２９年２月から同年末にかけて実施されるものであるため，業務

委託期間が平成２８年度と平成２９年度にまたがることとなる。 
 ここで，先に契約を締結する時点（平成２９年２月）においては，本市における予算措置と

して，平成２８年１１月市会において議決があり予算措置済みである平成２８年度分事業費に

係る契約のみを行い，その後，平成２９年２月市会において，平成２８年度事業費予算の平成

２９年度への明許繰越について議決が行われたうえで，先に締結した契約（平成２８年度業務

分のみ）に平成２９年度分の業務（平成２９年４月１日から平成２９年１２月３１日の期間分）

を加える変更契約を締結することを予定していたものであり，かかる変更契約を締結したもの

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。 
 



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２９年度分） 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部生活福祉課 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  「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２９年度分）」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） 

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（変更契約の場合は変更理由） 

  生活保護電算システムは，システム構築業者が所有するパッケージソフトに京都市向けのカスタ

マイズを加えたシステムである。 

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

応する必要がある。そ作業に当たっては，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 

「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 

平成２９年度生活保護等版レセプト管理クラウドシステム運用保守 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部生活福祉課 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市北区中之島２丁目２番２号 

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 

６ 契約金額（税込み） 

7,689,600円 

７ 契約内容 

生活保護等版レセプト管理クラウドシステムへの初期導入作業，及びソフトウェア，サーバ機器

の運用保守作業 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  データ移行等の初期導入作業，制度改正等に伴うプログラム改修を含む保守実施に当たっては，

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。また，生活保護

等版レセプト管理クラウドシステムを提供しているのは，富士通エフ・アイ・ピー株式会社のみで

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 

「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 

平成２９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生活福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区上鳥羽高畠町６９番地 

公益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） 

５，１９９，０００円 

 

７ 契約内容 

現にホームレス状態にある者に対して日常生活や就労に関する助言等を行うとともに，入浴や洗

濯等の機会を提供することでホームレスの衛生状態を改善し，かつ，清潔に保つことで，ホームレ

スの自立意欲や路上生活からの脱却に向けた意欲を促進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 

  本市のホームレス数は，平成２８年１月に実施した「ホームレスの実態に関する全国調査（以下，

「実態調査」という。）」において，１０２名のホームレスを確認しており，平成１５年１月実態調

査の結果（６２４名）から大きく減少している。しかし，ホームレス個々人の状態を見ると，路上

生活を脱却する意欲の減退が進行しており，その結果，路上生活期間が長期に及んでいる者が増加

している。 

  ホームレスについては，生活基盤となる住居がないことから，入浴や洗濯などが行えず，衛生状

態を良好に保つことが難しい状況にあり，就労を妨げる要因となることは当然として，感染症や健

康面の悪化など体調不良を引き起こす可能性が極めて高い。また，こうした状態がホームレスに対

する偏見といった人権に関わる問題を引き起こし，ホームレスの自立を阻害している。 

  本事業は，これらホームレスが置かれている状況を踏まえ，自立に向けた生活相談を行うととも

に，入浴・散髪・洗濯の機会を提供することにより，ホームレスの衛生状態を良好に保つことで，

将来的な自立に向けて支援するものである。 

  本事業は生活困窮者自立支援法に基づき実施するものであることから，同法の規定により法人格

を有していることが条件となる。本市内に拠点を持つホームレス支援団体のうち，法人格を有する

団体は２団体あるが，このうちの１団体に対して本事業の実施に関する意向を確認したところ，既



存業務が繁忙であることや人員等の捻出が困難であるとの理由から，受託不可の回答を得ている。 

  もう１つの団体である「公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター」においては，本

市内において長らく独自でホームレス及び生活困窮者支援に取り組んでいることから，本市の福祉

施策等について精通しているため，ホームレスの相談に対応する施策の紹介を適切に行うことがで

きる。また，独自のネットワークにより，ホームレスを対象とした企業から職の斡旋を受けており，

福祉施策の活用を希望せず独力で自立を希望するホームレスに対して，職の紹介等を行うこともで

きる。これは，本市のホームレス支援団体においては当該法人のみが有するものであり，本事業の

目的を達するために必要な要素である。 

  以上から，他に履行できる団体は存在せず競争入札に適していないことから，地方自治法施行令

第１６７条の２第１項第２号に該当するため，公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンタ

ー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２９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生活福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区上鳥羽高畠町６９番地 

（公財）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 

本市では，都市公園，河川，道路，駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし，日常生活を

営んでいる者（以下「ホームレス」という。）の数は大きく減少している一方で，ホームレスに

至る要因や個々のホームレスが抱える課題は多様化・複雑化する傾向にある。 

こうしたホームレスについては，自らの意思で安定した生活を営むことができるよう，路上

生活からの脱却と社会生活の定着に向けて，生活訓練や就労支援に取り組むことが重要である。 

ホームレスの様態については，就労意欲も低く精神疾患や健康上の課題を抱える者から，就

労意欲もあり稼働能力はあるものの就労に結びつきにくい者まで様々であるが，当該委託事業

については，このうち，高齢であることや，疾病，薬物依存，アルコールやギャンブルへの依

存，発達障害や精神障害等の課題があり，就労への動機が低く，直ちに就労自立を目指すこと

が困難であると認められるホームレスに対して，安定した居宅生活につなぐことができるよう，

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。）に居宅生活移行支援員（以下「支

援員」という。）を配置し，同施設に入所したホームレス（以下「入所者」という。）が抱える

課題の解決のため，①入所者ごとの支援計画の作成及びその達成状況の検証，②日常生活に関

する相談・支援，③居宅生活への移行に関する福祉事務所等関係機関との調整，④居宅確保直

後における生活の安定に向けた支援生活訓練や指導等のきめ細やかな支援を実施する事業を委

託するものである。 

 ※支援員については「京都市ホームレス居宅生活移行支援事業実施要綱」に基づき，無料低

額宿泊所であるサポートホーム（京都市伏見区ヲカヤ町２３番地）及びソーシャルホーム（京

都市南区上鳥羽高畠町６９番地）の２施設に配置する。 



 

８ 随意契約の理由 

本件委託業務は，何らかの課題を有し，また，就労への動機が弱く，直ちに就労による自立

を目指すことが困難であるホームレスのうち，サポートホーム及びソーシャルホームに入所し

ている者を対象に，居宅生活の安定化に向け，個々の状態に適した生活訓練など必要な支援を

行うとともに，居宅の手配を行うものである。 

無料低額宿泊所２施設には，比較的高齢であり，疾病等を有することにより就労の困難なホ

ームレスや，稼動年齢層であるものの，薬物犯罪，アルコールやギャンブルへの依存性，発達

障害や精神障害を有する等の要因により，直ちに就労が困難なホームレスが入所している。 

両施設の入所者は，こうした様々な課題に加え，就労への動機が弱く，さらに，生来の気質

やホームレス生活の長期化等により，一般的な生活能力を著しく欠く者が多く，身だしなみや，

挨拶，身辺の衛生管理等の基礎的な生活習慣の修得，また，金銭管理，服薬管理等も含めた支

援・指導を必要とする。 

したがって，本事業の受託予定者は，以下の条件に合致しなければならない。 

  疾病や障害に類似する様態，薬物やアルコールへの依存，生活能力の欠如をはじめとす

る多様な困難を抱える入所者に対してアセスメントを行うための専門的知見を有する支援員を

配置できること。 

  対象者が抱える課題や生活能力に見合った家賃，環境等の条件を満たす賃貸物件につい

て，不動産事業者との緊密な連携のもと収集，把握し，居宅確保に向けた相談，助言，指導を

行うことができること。 

  身体上・精神上の障害及び健康面での課題を有する入所者を支援するため，また，薬物

犯罪を含む犯歴を有する入所者を支援するため，医療機関や更正保護施設等との連携を十分に

図れること。 

  その他，入所者の抱える多様な困難に対応するため，福祉事務所をはじめとする関係機関

や，法律事務所などの専門的機関との連携体制が構築されており，各種制度の積極的な活用が

可能であること。 

 このため，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 

上記８の条件に合致する団体は，「財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター」（以下，

「同法人」という。）以外に存在しないため。 

同法人は，昭和３７年に財団法人日雇い労働者協会（現財団法人ソーシャルサービス協会）

として発足して以来，本市内において，医療品・日用品等の提供や炊出し活動，就業機会確保

のための地元新聞へのチラシ掲出等ホームレスの自立・生活支援などに取り組んでおり，入所

者の支援に必要な関係機関との連携，とりわけ不動産事業者との連携については，ホームレス

の居宅確保に向けて定期的な情報共有に加え，対象者に同行して物件探しを行うなど，協力関

係の構築が図れている。 

サポートホーム及びソーシャルホームにおける詳細な支援に係る知見等は，長年に渡り独自

の手法で両施設における支援活動を続けてきた同法人のみに蓄積されており，同法人以外の事



業者が本件委託業務を受託した場合，関係機関との連携体制の構築等に相当の時間を要するこ

とはもとより，入所者が個々に抱える多様な困難に応じた支援手法の確立についても多大な時

間を要することは必至のため，受託後すぐに円滑で効果的な事業実施は見込めない。 

 したがって，「業務を履行できる者が特定されており，競争入札に適しておらず地方自治法施

行令第１６７条の２第１項第６号に該当することから当該法人と随意契約を行う。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９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生活福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

１１０，０００，０００円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

物件の提供のほか，次の業務に従事することとする。この業務の対価は，上記「６」において甲

が支払う賃借料に含めるものとする。 

（１）利用の受付等 

  ア 利用依頼の対応 

    各福祉事務所からの利用依頼を受け，提供する施設名，客室番号，利用が可能となる開 

   始時間を伝えること。 

    利用依頼については，原則として各福祉事務所の開庁時間に行うこととするが，緊急の 

   場合には時間外にも利用依頼を行うことがあることに留意すること。この場合，乙は，誠 

   実に対応し，利用に向けて調整を行うこと。 

  イ 客室の調整 

    利用依頼を受けた後，乙は，利用者の性別，健康状態に配慮した部屋割りを行うこと。 

   利用する客室を決定した後は，利用依頼のあった福祉事務所に対して連絡すること。 

（２）利用後の対応 

  ア 食事の提供 

   (ｱ) 各利用者に対し，朝昼夜３食を提供すること。 

   (ｲ) 利用者の健康状態等に応じて減塩食を提供すること。 

  イ 日用品の提供 

   (ｱ) 利用者及び居室の状況に応じて，日用品が必要となった場合は，速やかに本市事業担 

    当者と協議すること。協議に当たっては，依頼から納品まで１箇月程度要することに留 

    意すること。 



   (ｲ) 日用品が納品された際の対応 

     納品された日用品については，規格及び数量を確認のうえで受領し，本市事業担当者 

     に連絡すること。納品された日用品については，必要な利用者に対し必要な数量を確 

     実に提供すること。 

  ウ 客室の調整 

    利用者の健康状態等を鑑み，客室の変更を行う場合は，事前に利用者及び福祉事務所担 

   当者等の関係者に説明した上で行うこととする。 

  エ 規則違反等への対応 

    別に定める施設の規則等に反する行為に及んだ利用者に対しては，毅然とした対応を行 

   うこと。また，対応した後，福祉事務所担当者に経過を報告すること。 

（３）退所時の対応 

  客室を確認し，残置物が無いか確認すること。残置物があった場合は，速やかに福祉事務所 

 担当者へ連絡し，対応を協議すること。 

（４）その他留意事項 

  ア 施設管理 

   (ｱ) 利用者の部屋割りを適切に行うこと。特に，女性・子ども・精神疾患を抱えている者 

    等で個室での対応が必要な者については，可能な限り個室を提供すること。 

   (ｲ) 利用者のプライバシーには，十分配慮するとともに，利用者が快適に生活できるよう 

    努めること。 

   (ｳ) 施設の設備に破損・汚損が生じた場合，乙の費用負担により，修復すること。 

   (ｴ) 緊急時に迅速な対応ができるよう，各施設に常時１名以上の職員を配置すること。 

   (ｵ) 緊急の利用により食事に不足が生じる場合は，別途，乙が食事を準備し提供すること。 

    この場合の経費については，上記「６」の賃借料で賄うこととし，甲から別途補填は行 

    わない。 

  イ 利用者に関すること 

   (ｱ) 施設の利用に関する規則等は事前に文書で明示し，遵守させること。 

   (ｲ) 利用者にタオル・歯ブラシ・歯磨きを提供すること。また，利用者からの申し出に応 

    じて適宜新しいものを提供すること。 

   (ｳ) 利用者に自転車を無償で貸し出すこと。 

   (ｴ) 利用者宛の郵便物を受領した場合は速やかに利用者に配付すること。 

      ただし，既に退所している場合は，転送又は送付元に返送すること。 

   (ｵ) 利用者の残置物を１箇月間保管すること（本人又は家族から申し出があった場合は， 

    ３箇月を限度として保管するとともに，警察等から依頼があった場合は，必要な期間保 

    管することとする。ただし，生物等についてはこの限りではない。）。 

      また，利用者に対し，残置物の保管期間が１箇月間であることを事前に説明し，理解 

    を得ること。 

   (ｶ) 利用者の許可なく，荷物を室外に移動させないこと。 

   (ｷ) 各施設の利用者数を取りまとめ，生活福祉課及び下京区役所保健福祉センター生活福

祉課に報告すること。 

  ウ 衛生面 

   (ｱ) 利用者が毎日入浴できるようにすること。入浴可能な時間滞を設定する場合は，事前 

    に利用者に説明すること。 

   (ｲ) 洗濯機及び乾燥機を利用者に無償で使用させること。故障した場合は，速やかに修繕 



    すること。 

   (ｳ) リネン類（シーツ・枕カバー・布団カバー）を週１回交換すること。ただし，利用者 

    からの申し出があり，衛生上必要と認められる場合は，適宜交換すること。 

   (ｴ) 害虫が発生した場合，原因を精査したうえで，甲乙協議のもと，速やかに駆除等に取 

    り組むこと。 

 

８ 随意契約の理由 

緊急一時宿泊施設の実施事業者においては，予測できない日々の入所依頼に対応できる施設規模

が求められる。 

契約先として選定した「有限会社カリヤス」は，本市下京区を拠点として旅館業を営んでおり，

平成２１年度から通年化した「京都市ホームレス緊急一時宿泊事業」の実施先として，長年に渡り

緊急一時宿泊施設としての運営実績を有し，事業の目的や本事業の実施先として担う役割を熟知し

ていることに加え，ホームレスが緊急一時宿泊施設への入所に至った背景や健康状態に留意した対

応を行うなど，ホームレスに対する偏見を持たず，深い理解のもと，事業運営に取り組んでいる。 

更に，宿泊料金の支払い方法について，他都市では，入所の有無に関わらずあらかじめ一定の客

室を確保するために前金払いを行う例もある中，「有限会社カリヤス」は，入所実績に応じた翌月払

いに応じていることから，本市にとって有利な契約を締結できる。 

本件の契約事業者を競争入札により募った場合，上記のとおり事業目的や役割等をしっかりと理

解し，かつ，本市にとって有利な契約を締結する事業者を選定することはできない。 

以上から，競争入札に付することが不利と認められるため，地方自治法施行令第１６７条の２第

１項第６号の規程により，「有限会社カリヤス」と随意契約を行う。 

 

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６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２９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生活福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区上鳥羽高畠町６９番地 

公益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） 

３４，６５６，０００円 

 

７ 契約内容 

定まった住居を喪失した者で，都市公園，河川，道路，駅舎等の屋外を起居の場所とする者

や，簡易宿泊所や終夜営業の店舗等で寝泊まりする等の不安定な居住環境にある者（以下，「ホ

ームレス」という。）の中には，経済的に自立した生活を営む意欲と能力を有する者がいるが，

住居を喪失し不安定な生活状態では，求職活動を行うことは困難である。 

このため本市では，「京都市ホームレス自立支援センター（以下，「センター」という。）」事

業を実施し，センターに入所させたホームレス（以下，「入所者」という。）を対象に，宿泊場

所の提供と就労・日常生活支援を行うことで，就労による自立を目指すものである。 

 

８ 随意契約の理由 

  本件業務委託については，求職活動の拠点となる宿泊場所の提供を行うとともに，センター

に入所したホームレス（以下，「入所者」という。）が抱える様々な課題について十分に理解し

たうえで，就労相談や採用面接の訓練といった就労支援，退所後を見据えて健全な生活を送る

ための生活訓練，また，居宅生活に移った後に安定した生活を維持するための相談や指導を行

う必要がある。 

  とりわけ就労支援においては，入所者の就業可能性を高めるため，企業等が求める人材のニ

ーズを十分に把握したうえで，入所者の状況に応じた就労計画書を作成する必要があるが，求

人側のニーズについては，短期的なニーズに加え，今日の産業構造や雇用環境等の社会情勢の

変化を捉えたうえで，長期的な観点からのニーズの把握が必要であり，雇用情勢に関する継続

的な調査・分析・研究も欠かせない。 

  また，入所者に対しても，日々の生活状況の把握や個別相談を通じて，その者が有する能力



や適性等を十分に把握したうえで，職業能力の開発及び向上を図る必要があり，入所者の観察，

記録，見守りなど，きめ細やかな対応が求められる。 

  このため，本事業では，純粋に価格のみをもって委託先を選定することは望ましくなく，「地

方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号」に規定する「不動産の買入れ又は借入れ，普通

地方公共団体が必要とする物品の製造，修理，加工又は納入に使用させるため必要な物品の売

払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」に該当するため，

随意契約を行うものである。 

  さらに，上記理由により，本事業の受託予定者は，以下の条件に合致しなければならない。 

   入所者の就業可能性を高めるため，今日の産業構造や雇用環境等の社会情勢の変化を捉え 

  たうえで，短期的，長期的な観点での求人ニーズを把握するとともに，雇用情勢に関する継 

  続的な調査・分析・研究が行えること。 

   入所者の生活歴や健康状態といった日々の生活状況の把握や個別相談を通じて，入所者の 

  観察，記録，見守り等をきめ細かに行い，入所者が有する能力や適性等を十分に把握したう 

  えで，職業能力の開発及び向上を図ること。 

   公共職業安定所をはじめとする各種支援機関との積極的な情報共有や緊密な連携体制を構 
  築していること。 

   入所者が抱える様々な課題のうち，身体・精神上の障害及び健康面での課題に対して対応 

  できるよう社会福祉士や看護師といった専門的な資格を有する人員体制が整っていること。 

  この４条件について，個々に満たす事業者は存在するものの，全ての条件を満たす事業者は，

現時点で，京都市内を含め近隣府県で類似施設を運営している数団体しかなく，業務委託に当

たり，本市から個別にヒアリングを行ったところ，実施体制，予算規模等，また，市内の雇用

情勢や関係機関との連携構築に時間を要することを理由として，事業を請け負うことが困難で

あるとの回答を得たものの，唯一，公益社団法人ソーシャルサービス協会のみが事業の実施が

可能であるとの提案を受けた。 

  公益社団法人ソーシャルサービス協会については，日雇労働者の雇用機会提供支援のため，

昭和３７年に設立され，これまで，ホームレスに対する無料職業紹介や職業訓練といった就労

支援を中心とした自立支援に取り組んでいるほか，ホームレス自身の就業ニーズや求人側のニ

ーズの調査，分析により，対象者の職業能力の開発や向上に取り組んでいる。 

  また，社会福祉士や看護師といった専門的な資格を有する人員が配置され，精神疾患等の疾

病，健康面，多重債務，薬物やアルコール異存等，複合的な課題を抱えたホームレスに対する

継続した支援を行っている。 

このように，上記 ～ の全ての条件を満たし，事業の受託が実質的に可能である団体は，

現時点で，公益社団法人ソーシャルサービス協会以外には存在せず，「京都市物品等の調達に係

る随意契約ガイドライン」に規定する「  特定の1者しか履行できないもの」のうち「ウ 契

約の目的を達成するためには能力その他の複数の条件を満たすことが必要である契約であっ

て，一つ一つの条件については，それを満たすものが複数存在するが，すべての条件を満たす

者が１者に特定されるもの」に該当するものであると判断されることから，当該団体と随意契

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２９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生活福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区上鳥羽高畠町６９番地 公益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） 

６，７００，０００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など，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（変更契約の場合は変更理由） 

 本件委託業務は，ホームレス支援施設（京都市中央保護所，京都市自立支援センター，京都

市ホームレス居宅生活移行支援事業の対象施設及び緊急一時宿泊所）に入所するホームレスの

うち，就労意欲が乏しい，または就労意欲はあっても，長期間の離職による自信の喪失等によ

り，就労に結びつかない者を対象に，それぞれの状況に応じて就労意欲の喚起を図るとともに，

ホームレスの就労ニーズに応じて支援を行いながら受入れ協力を行える事業者のあっせんを行

うものである。 

 ホームレス支援施設に入所するホームレスには，高齢であり，疾病を有することにより就労

の困難な者や，稼動年齢層であるものの，薬物犯罪，アルコールやギャンブルへの依存性，発

達障がいや精神障がいを有する等の要因により，直ちに就労が困難な者が入所している。また，

こうした様々な課題に加え，就労への動機が弱く，さらに，生来の気質やホームレス生活の長

期化等により，一般的な生活能力を著しく欠く者が多く，軽作業への従事にあたっても，身だ

しなみや，挨拶等の基本的なマナーから指導を必要とする。 

このため，本事業では，純粋な価格のみをもって委託先を選定することは望ましくなく，「地

方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号」に規定する「不動産の買入れ又は借入れ，普通

地方公共団体が必要とする物品の製造，修理，加工又は納入に使用させるため必要な物品の売



払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」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 

 本事業の実施に当たっては，以下の条件に適合する必要がある。 

   ホームレスが抱える様々な課題について，十分に理解していること。とりわけ，ホーム

レスが置かれている境遇や環境，社会における認識，対応の歴史等について理解している

こと。 

   疾病や障害に類似する様態，薬物やアルコールへの依存，生活能力の欠如をはじめとす

る多様な困難を抱える入所者に対してアセスメントを行うための専門的知見を有する支

援員を配置できること。 

   対象者が抱える課題や生活能力の見立てを正確に行い，適切な軽作業を判断できること。 

   支援対象者の抱える多様な困難に対応するため，福祉事務所をはじめとする関係機関や，

法律事務所などの専門的機関との連携体制が構築されており，各種制度の積極的な活用が

可能であること。 

これらの条件について，個々に満たす事業者は存在するものの， ～ の条件を全て満たす

事業者は公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンターしか存在しない。 

よって，「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に規定する「２ その性質又

は目的が競争入札に適しない契約をするとき（令１６７条の２第１項第２号）  特定の１者

しか履行できないもの イ 特定の１者でなければ提供できない役務に係る契約」に該当する

ことから，公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンターを契約先に選定した。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度京都市ホームレス訪問相談事業（緊急一時宿泊施設）の委託契約 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部生活福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日 

 

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 

公益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） 

１５，９１３，０００円 

 

７ 契約内容 

  次に掲げる業務を委託する。業務の実施に当たっては，適宜，福祉事務所等の関係機関と連

携を図ることとする。 

（１）支援対象者のアセスメント 

   支援対象者と面談を行い，ホームレス状態に至った背景・要因等を分析し，居宅生活へ移 

  行するに当たり，現在抱えている課題を把握する。 

（２）支援計画案の策定 

   把握した課題の解消に向けて，支援対象者の自立に向けた支援計画案を策定し，各福祉事 

  務所に提案する。 

（３）支援計画に沿った支援 

   福祉事務所が決定した支援計画に沿い，必要な支援を行う。 

（４）緊急一時宿泊施設入所中の生活相談 
   緊急一時宿泊施設で生活を送るうえで生じた課題や相談に対して，適切な助言・指導を行 

  う。 

（５）日用品の支給 

   支援対象者が自立に向けた活動を行うために必要な日用品を支給する。 

   なお，支給に係る事務手続き及び品目等については，別に定める。また，日用品の管理に 

  ついても乙が行う。 

（６）施設退所後の支援 

   支援対象者が居宅への生活に移行した後，必要に応じて生活状況の確認等を行う。 
 



 

８ 随意契約の理由 

本件委託業務の支援対象者が入所する緊急一時宿泊施設には，路上や河川等で生活していた

ホームレスに加えて，直近まで居宅等で社会生活を送っていたにもかかわらず，家族関係の悪

化，失業，矯正施設等の他施設を退所した後に行き場がないなど，様々な課題がきっかけとな

り住居喪失に至る者が多い。 

このように，支援対象者が抱える課題は個々人によって様々であり，それぞれ自立に向けて

必要となる支援も異なることから，画一的・機械的な対応では，適切な自立支援を行うことは

できない。 

本件委託業務は，こうした状況を踏まえ，支援対象者一人ひとりに寄り添いながら，丁寧に

アセスメントを行い，個々人の状況に合わせた支援計画案を策定することで，それぞれが抱え

る課題の解消を図るとともに，施設を退所した後も安定した生活を送ることができるよう支援

するものである。 

「公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター」は，社会福祉士等の資格を持つ職

員が複数名所属しており，支援対象者一人ひとりのアセスメントを的確かつ速やかに行うこと

ができる体制が整っている。また，当該法人は，本市内において長らく独自でホームレス及び

生活困窮者支援に取り組んでいることから，本市の福祉施策等について精通しており，支援対

象者の支援計画案を策定するに当たって，適切な支援内容を構築することができる。 

なお，本事業は生活困窮者自立支援法に基づき実施するものであることから，同法の規定に

より法人格を有していることが条件となる。本市内に拠点を持つホームレス支援団体のうち，

法人格を有する団体は２団体あるが，このうちの１団体に対して本事業の実施に関する意向を

確認したところ，既存業務が繁忙であることや人員等の捻出が困難であるとの理由から，受託

不可の回答を得ている。 

以上から，他に履行できる団体は存在せず競争入札に適していないことから，地方自治法施

行令第１６７条の２第１項第２号に該当するため，「公益財団法人ソーシャルサービス協会ワー

クセンター」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２９年度京都市ホームレス訪問相談事業の委託契約（路上等） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部生活福祉課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９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） 

１３，７０５，０００円 

 

７ 契約内容 

路上や河川等で生活しているホームレスや居宅生活に移行した元ホームレスが生活する場

所を継続的に訪問し，これらの人が抱える問題を把握するとともに，支援施策等の紹介や利用

勧奨をすることで，ホームレスの自立意欲の促進等を図り，路上生活等の脱却を支援する事業

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２９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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町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） 

５，５４５，９１２円（予定総額） 

 

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２９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２９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２９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（変更契約の場合は変更理由） 

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，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 

  特になし 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度後期高齢者医療オンライン端末・付属機器の賃貸借 

 

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成２９年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

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 

コンソーシアム代表者 株式会社ＪＥＣＣ 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，４８５，２４７円 

 

７ 契約内容 

オンライン端末３７台（区役所・支所設置分３６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（変更契約の場合は変更理由） 

（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

（ＡＣＯＳ）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，

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。 

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   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 

特になし 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度京都市特定健康診査・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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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（変更契約の場合は変更理由） 

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㈱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 

特になし 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９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の賃借料 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成２９年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

  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 

  コンソーシアム代表者 株式会社ＪＥＣＣ 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，８０９，８００円 

 

７ 契約内容 

オンライン端末（区役所・支所設置分３０台）と磁気ディスク装置等付属機器（情報化推進室設

置） 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 (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。 

 

 (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 

特になし 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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） 

１３，１１９，２５４円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

（１）国民健康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データ化して相手方が運

営しているシステムに登録し，総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を経由して，本市の端

末からデータの修正及びダウンロードが可能な状態にすること。 

（２）前号のデータ化した領収済通知書の合計と，金融機関が作成した収納日報収納合計票の合

計（件数金額）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の領収済通知書等の内容をデータ化して相手方が

運営しているシステムに登録し，総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を経由して，本市の

端末からデータの修正及びダウンロードが可能な状態にすること。 

（４）領収済通知書の画像データは，別途仕様書で定める期間システム上に保管し，システムか

ら削除される前に電磁式記録媒体（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で記録する媒体をいう。）に収録して本市に納品する。 
 

８ 随意契約の理由 

  本件委託業務は，後期高齢者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。エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング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，エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング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エム・ユー・ティ・

ビジネスアウトソーシング株式会社１社のみであり，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 

  特になし 



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，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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

１３，８５０，７４４円（予定総額） 

 

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 

 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。 

 

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 

  特になし 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度国民健康保険料賦課の期間制限に係るシステム改修委託 

 

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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 

  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２９年度）コンソーシアム 

  コンソーシアム代表者 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２２，８１２，６８８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 

特になし 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９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の委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局生活福祉部保険年金課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

２４，７５８，７３０円（予定総額） 

 

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（変更契約の場合は変更理由） 

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２９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ＵＦＪ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 

  特になし 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度日本電気株式会社製国民健康保険オンライン端末・付属機器レンタルの賃借料 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成２９年１２月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

  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 

  コンソーシアム代表者 株式会社 ＪＥＣＣ  

 

６ 契約金額（税込み） 

３１，５７５，４２０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（変更契約の場合は変更理由） 

（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 

特になし 

 

 



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 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成２９年１２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 

  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２９年度前期分）コンソーシアム 

コンソーシアム代表者 日本電気株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５４，６３１，６２４円 

 

７ 契約内容 

国民健康保険における制度改正（国保都道府県単位化）に対応するため，基本設計以降のシステ

ム改修を行う（平成２８年度に要件定義を実施。）。 

 

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２９年度前期分）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 

特になし 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度京都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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月２４日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区西ノ京東栂尾町6 

一般社団法人京都府医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

２３４，０９４，１００円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

平成２９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（変更契約の場合は変更理由） 

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   

  特になし 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度京都市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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月２４日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区西ノ京東栂尾町6 

一般社団法人京都府医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

４２９，１０４，８８６円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

平成２９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（変更契約の場合は変更理由） 

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 

  特になし 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度区役所・支所保険年金課への窓口案内スタッフの派遣業務委託 

 

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５月９日 

 

４ 履行期間 

平成２９年６月１日から平成２９年８月７日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区西洞院通り塩小路上ル東塩小路町６０８－９ 日本生命京都三哲ビル８階 

テルウェル西日本株式会社みやこ支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，８２５，０５６円（予定総額） 

 

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，プロポーザ

ル方式による業者選定後，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 

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２９年５月１日に「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（１社） 

 であるテルウェル西日本株式会社みやこ支店が一定の評価点を得たため，受託候補者として選定，  

 委託先として決定した。 

 

11 その他 

特になし 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９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 

 

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６月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年６月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

別紙のとおり 

 

６ 契約金額（税込み） 

  ５６２，７８５，８６０円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

平成２９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（変更契約の場合は変更理由） 

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２８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，本健診業務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 

  特になし 

 

 

 



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 医療法人大和英寿会(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番地

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番地

14 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番地

15 地方独立行政法人京都市立病院機構（京都市立病院） 京都市中京区壬生東高田町1の2

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番地の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番地ホテルグランヴィア京都3F

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番地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番地の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番地

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番地

28 医療法人社団洛和会(東寺南病院) 京都市中京区西ノ京車坂町9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番地

30 社会医療法人太秦病院(うずまさ診療所) 京都市右京区太秦帷子の辻町30番地

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の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の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２９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２９年７月３日 

 

４ 履行期間 

平成２９年７月３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 

別紙のとおり 

 

６ 契約金額（税込み） 

  １２０，５４０，０００円（予定総額） 

 

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２９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（変更契約の場合は変更理由） 

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２８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 

  特になし 

 

 

 



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 医療法人大和英寿会(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番地

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番地

14 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番地

15 地方独立行政法人京都市立病院機構（京都市立病院） 京都市中京区壬生東高田町1の2

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番地の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番地ホテルグランヴィア京都3F

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番地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番地の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番地

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番地

28 医療法人社団洛和会(東寺南病院) 京都市中京区西ノ京車坂町9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番地

30 社会医療法人太秦病院(うずまさ診療所) 京都市右京区太秦帷子の辻町30番地

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の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の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 

国民健康保険被保険者証の作成及び封入封緘業務等 

 

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７月１０日 

 

４ 履行期間 

平成２９年７月１０日から平成３０年３月９日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル６階 

トッパン・フォームズ株式会社 関西事業部第二営業本部京都営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

２２，３２６，０８４円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

京都市国民健康保険は，京都市国民健康保険条例施行細則第４条において，被保険者証は毎年１

回更新することと定め，毎年１０月から被保険者証の一斉更新を実施しており，平成２９年度一斉

更新に係る被保険者証及び関係帳票の作成及び封入封緘について業務委託を行うもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

被保険者証の素材については，印字する際にトナーの滲みや裏写りがなく，水分や熱等に対する

耐久性に優れたものを選定する必要がある。 

紙の表面にコーティングが施されている合成紙は水や熱等の耐久性に優れており，他保険者でも

多く使用されているものであるが，京都市ではこれまでから，合成紙の中でも も耐久性に優れ，

トナーの滲みや裏写りがないピーチコート紙を被保険者証の素材として選定しており，今年度につ

いてもピーチコート紙を使用する。 

現在，ピーチコート紙の取扱業者がトッパン・フォームズ株式会社の１社のみであることから，

トッパン・フォームズ株式会社と随意契約による契約を行うもの。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記８のとおり。 



11 その他 

特になし 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

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 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０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８３－１ 

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

 

 

６ 契約金額（税込み） 

６８，５００，０００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（変更契約の場合は変更理由） 

近年，少子高齢化や単身世帯の増加をはじめとする家族構成の変化，地域のつながりの希薄

化といった社会状況の下，虐待や孤立死をはじめ，様々な生活上の問題の引き金となる「社会

的孤立」に陥りやすい環境が広がっている。また，福祉的な支援が必要であるにも関わらず，

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，

又はひきこもりや，支援拒否などといった現行の施策・制度では対応が困難な問題が生じてい

る。本事業は，これらの困難な問題を抱えた方々に対して，「生活（個別）支援」を基本に，地

域や行政等の関係機関と連携・協働し，適切な支援に結びつける福祉の専門職である「支援員」

を配置するものである。 

そのため，事業の実施に際しては，地域福祉に深い理解を持つことはもとより，様々な問題

を抱える方に対して，専門的な生活支援を実施できる体制を有していることに加え，問題の解

決にあたっては関係機関との協働による支援が不可欠である。また，福祉事務所等の行政機関

や地域の関係組織との密接な関係が既に構築されており，適切に事業を実施できる事業者は限

定される。 

よって，契約内容について，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１１条第１項第   号 

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

委託先は，社会福祉法に規定される地域福祉推進の中核機関として，地域福祉の推進を図る

ことを目的とする住民組織と社会福祉関係者から構成された団体であり，地域の住民活動への

支援の展開等，長年にわたる地域支援の実績があることに加え，区社会福祉協議会や学区社会

福祉協議会等の取組により，全区域において行政機関，民生・児童委員，町内会等との地域の

ネットワークが既に構築されていること。また，地域包括支援センターなどの介護サービス事

業の展開や児童館等の各種社会福祉施設の運営等から，高齢・障害・児童など各福祉分野にお

けるネットワークとも関わりを有している。 

また，福祉ボランティアセンターの運営を通じてボランティア振興の実績はもとより，ボラ

ンティア団体との関わりもあることから，支援員が地域での支援活動を展開するうえで，公的

な制度以外の様々な支援等についても柔軟に対応できる。 

更に，生活福祉資金貸付業務や日常生活自立支援事業の実施，成年後見支援センターなどの

運営も行っており，生活支援の取組実績を豊富に有していることなどの観点から，地域や各福

祉分野のおける幅広いネットワーク，地域を基盤にした生活支援の実績を有する京都市社会福

祉協議会に業務を委託することにより，生活支援及び地域支援の両方の機能が効果的に発揮さ

れ，かつ円滑に業務が実施されるものと認められる。 
 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度京都市青年期健康診査の委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月２４日から，一般社団法人京都府医師会又は実施機関が平成２９年４月２４

日から平成３０年３月３１日までに実施した青年期健康診査の受診者への結果通知及び京都市

への費用請求を行う日まで 

 

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 ２０，６２４，０００円（税込み） 

 

７ 契約内容 

平成２９年度京都市青年期健康診査 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  対象者に，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，実施にあたっては，より多くの対象者が受診・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，事業の目的を達成するには価格競争のみによって業者を選定することができず，当

該事業者の他にない。 
 

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 

平成２９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の実施委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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」，「京ロコステップ＋10」及び介護予防知識を地域において普及推進するボランティア養

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２９年度 介護予防普及啓発事業業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 
 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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） 

１２，８２４，６８０円（予定総額） 

 

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２９年度高齢者筋力トレーニング教室事業委託（管理経費分）（北部）  

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 
 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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） 

  ６，２５２，０００円（予定総額） 

 

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29年度胃がん検診委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 
 

３ 契約締結日 

  平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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） 

  ２７，８４９，０１６円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

  胃がん検診の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  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。したがって，価格競争のみによって，業者

を選定することは，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 

  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29年度子宮頸がん検診委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

  平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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） 

  １３７，６８１，０００円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

  子宮頸がん検診の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  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。したがって，価格競争のみによって，業者

を選定することは，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 

  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29年度大腸がん検診委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

  平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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） 

  ３８，２２５，３７０円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

  大腸がん検診の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  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。したがって，価格競争のみによって，業者

を選定することは，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29年度乳がん検診委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

  平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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） 

  １３７，８７４，０００円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

  乳がん検診の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  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。したがって，価格競争のみによって，業者

を選定することは，事業の目的を達成することができないため。 

 

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 

  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29年度肺がん検診委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

  平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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） 

  ７，５６２，０４０円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

  肺がん検診の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  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。したがって，価格競争のみによって，業者

を選定することは，事業の目的を達成することができないため。 

 

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 

  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29年度前立腺がん検診委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課  

 

３ 契約締結日 

  平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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） 

  １３，８２６，８４９円（予定総額） 

 

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。したがって，価格競争のみによって，業者

を選定することは，事業の目的を達成することができないため。 

 

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 

  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２９年度京都市健康診査・保健指導の委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

  平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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） 

  ７，８１６，０００円（予定総額） 

 

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。したがって，価格競争のみによって，業者

を選定することは，事業の目的を達成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29年度がんセット検診の委託 

 

２ 担当所属名 

  保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

   

３ 契約締結日 

  平成２９年９月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年９月１日～平成３０年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所，商号及び氏名（法人にあっては，主たる事務所の所在地，名称及び代表者名） 

  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） 

  ３７，６１７，３４６円（予定総額） 

 

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，実施にあたっては，より多くの市民の方が安心して受診できる体制と十分な検

診精度が必要である。従って，価格競争のみによって，業者を選定することは，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 

平成２９年９月から平成３０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２９年度「健康長寿のまち・京都 いきいきポイント」運営業務委託  

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年６月２７日 

（変更後）平成２９年７月１９日 

４ 履行期間 

平成２９年６月２７日～平成３０年３月３１日 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市北区中之島2－3－18 中之島フェスティバルタワー 

凸版印刷株式会社 西日本事業本部 関西情報コミュニケーション事業部 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初） ９，９９０，０００円 

（変更後）１２，２６８，８００円 

７ 契約内容 

平成２９年度「健康長寿のまち・京都 いきいきポイント」運営業務委託 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 業者選定について，公募型プロポーザルによる募集及び審査を行い，当該事業者に決定した。 

（変更理由） 

○ ポイント手帳について，当初は作成部数を１０万部としていたが，年齢制限の撤廃により小

中学校全校生徒に手帳を配布することとなったため，印刷部数を２０万部に増刷した。また，

事業者からのプレゼント提供に追加があり，応募者プレゼントの内容に合わせて印刷内容を修

正する必要があったため，印刷回数も増回（第２版作成）した。 

○ 事業周知ポスターについて，当初は各区役所及び健康長寿のまち・京都市民会議構成団体等

の３００ヵ所での掲示を予定していたが，市バスでの掲示用のポスター９００枚も同時に作成

することした。 

○ 景品数について，当初は１，０００個程度を想定していたが，約２，０００個に増加したた

め，発送や保管経費が増額となった。 

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 

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29年度胃がんリスク層別化検診委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 
 

３ 契約締結日 

  平成２９年６月１５日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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） 

  １７，０９２，５００円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

  胃がんリスク層別化検診の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  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）されねばならない。したがって，価格競争のみによ

って，業者を選定することは，事業の目的を達成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 

  胃がんリスク層別化検診については，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29年度胃がん検診（個別実施）委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 
 

３ 契約締結日 

  平成２９年６月１５日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  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） 

  ４１，６２１，０００円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

  胃がん個別検診の実施 

 

８ 随意契約の理由 

  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）されねばならない。したがって，価格競争のみによ

って，業者を選定することは，事業の目的を達成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 

健康長寿のまち・京都いきいきアプリ（仮称）の開発に関する業務委託   

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年６月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年６月１日～平成３０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中堂寺南町134番地 

公益財団法人京都高度技術研究所  

 

６ 契約金額（税込み） 

１７，９９２，８００円 

 

７ 契約内容 

健康長寿のまち・京都いきいきアプリ（仮称）の開発に関する業務委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 業者選定について，公募型プロポーザルによる募集及び審査を行い，公益財団法人京都 

高度技術研究所に決定した。 

 「プロポーザル等実施手続ガイドライン」に基づき，当該業者を競争入札参加有資格者 

とし，プロポーザルに参加する者が当該業者一社のみであったことから，他に履行できる 

者がいないため 

 

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２９年度フッ化物歯面塗布事業委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日 

 

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） 

５，７２７,２４０円（予定総額） 

 

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（変更契約の場合は変更理由） 

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 

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 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 （当初契約）平成２９年４月１日 

        （変更契約）平成２９年８月３０日 

 

 

４ 履行期間 （当初）平成２９年１２月３１日 

     （変更後）平成３０年３月３１日 

 

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） 

（当初契約）１３，１０１，４８８円 

（変更契約）１７，４９１，４６８円 

 

７ 契約内容 

高齢者包括支援ネットワークシステム運用保守 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 （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ジ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。 

（変更契約の理由） 

当初想定していたネットワークシステムの更新スケジュール（平成３０年１月～新システム稼 



動）が遅延し，現行システムの保守契約期間を平成３０年３月末まで延長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で述べた理由から，日本電気株式会社を代表者とする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 

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 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

 

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（税込み） 

金１，５８４，３００，０００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（変更契約の場合は変更理由） 

地域包括支援センターとして実施する，介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ニに掲げる「第

一号介護予防支援事業及び介護保険法第115条の45第2項第1号から第3号に掲げる包括的支援事業」

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20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及び⑤介護予防普及啓

発事業等となっている。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，地域に根差した活動を行っている在宅介

護支援センターの活用を含め，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，

選定結果は，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センターのうち，評価の結果，適切な事業運営が確保できるセン

ターとして選定かつ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：当時の京都市民長寿すこやかプラン推進協議会（現在の京都

市高齢者施策推進協議会）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 

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一丁目 3 番地 1 

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 

平成２９年度京都市認知症初期集中支援モデル事業に係る業務委託（北区・上京区） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市北区上賀茂ケシ山１ 

社会福祉法人京都博愛会 

 

６ 契約金額（税込み） 

金１０，１５０，０００円 

 

７ 契約内容 

認知症初期集中支援モデル事業 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本モデル事業は，認知症になっても本人の意思が尊重され，できる限り住み慣れた地域で暮らし

続けるために，認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を設置し，早

期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的としている。 

チーム員の構成については，一定の要件を満たした医療保健福祉に関する国家資格を有する専門

職２名以上及び認知症サポート医である医師１名となっている。したがって，金額のみで契約の相

手方を決定する競争入札ではなく，企画提案により事業実施能力を判断するプロポーザル方式を採

用し，認知症初期集中支援に対する基本方針あるいは事業実施に向けた運営体制等が整っていると

判断された法人と随意契約を締結することとしている。 

 

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 

  本モデル事業について，昨年度に引き続き，北区・上京区を対象エリアとして実施するが，本モ

デル事業の特性，対象エリア（北区・上京区），対象者への支援の継続性の観点から，本モデル事業

受託事業者に継続して委託することが望ましい。 

  委託契約に当たっては，昨年度プロポーザル方式により選定され，随意契約を締結した社会福祉

法人京都博愛会を引き続き本事業の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２９年度京都市認知症初期集中支援モデル事業に係る業務委託（下京区・南区） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年６月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年６月１日～平成３０年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5 

医療法人財団 康生会 

 

６ 契約金額（税込み） 

金８，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

認知症初期集中支援モデル事業 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  本モデル事業は，認知症になっても本人の意思が尊重され，できる限り住み慣れた地域で暮らし

続けるために，認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を設置し，早

期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的としている。 

  チーム員の構成については，一定の要件を満たした医療保健福祉に関する国家資格を有する専門

職２名以上及び認知症サポート医である医師１名となっている。したがって，金額のみで契約の相

手方を決定する競争入札ではなく，企画提案により事業実施能力を判断するプロポーザル方式を採

用し，認知症初期集中支援に対する基本方針あるいは事業実施に向けた運営体制等が整っていると

判断された法人と随意契約を締結することとしている。 

 

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 

  委託契約に当たっては，プロポーザル方式により選定された受託候補者である，医療法人財団康

生会を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２９年度京都市認知症初期集中支援モデル事業に係る業務委託（西京区） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年６月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市西京区山田平尾町１７番地 

社会福祉法人京都社会事業財団 

 

６ 契約金額（税込み） 

金８，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

認知症初期集中支援モデル事業 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本モデル事業は，認知症になっても本人の意思が尊重され，できる限り住み慣れた地域で暮らし

続けるために，認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を設置し，早

期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的としている。 

チーム員の構成については，一定の要件を満たした医療保健福祉に関する国家資格を有する専門

職２名以上及び認知症サポート医である医師１名となっている。したがって，金額のみで契約の相

手方を決定する競争入札ではなく，企画提案により事業実施能力を判断するプロポーザル方式を採

用し，認知症初期集中支援に対する基本方針あるいは事業実施に向けた運営体制等が整っていると

判断された法人と随意契約を締結することとしている。 

 

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 

  委託契約に当たっては，プロポーザル方式により選定された受託候補者である，社会福祉法人京

都社会事業財団を委託先として選定した。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

京都市地域支え合い活動創出事業の実施に係る業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 

 

６ 契約金額（税込み） 

金７３，８８０，０００円 

(うち１０，７８０，０００円は実績払分) 

 

７ 契約内容 

京都市地域支え合い活動創出事業 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

介護保険法改正により平成２７年度に市町村の義務的事業として生活支援体制整備事業が創設さ

れた。これに伴い，本市においては，平成２９年度からの介護予防・日常生活支援総合事業の実施

に向けて，生活支援サービスを創出する取組を進めるため，平成２８年度より「地域支え合い活動

創出事業」の名称で取組を開始することとした。 

 事業実施の中心となる「生活支援コーディネーター」については，「地域における助け合いや生活

支援サービスの提供実績のある者、または中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート

機能を適切に担うことができる人材」が求められており，これまでに地域での活動実績があり，２

８年度にプロポーザル方式で選定した当該団体に引き続き委託契約を行うこととした。 

 

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 

委託契約に当たっては，当初プロポーザル方式により選定された社会福祉法人京都市社会福祉協

議会を引き続き受託先として選定した。 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

健康長寿のまち・京都いきいき情報誌（仮称）の企画・製作等の広報に係る業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年６月１６日 

 

４ 履行期間 

平成２９年６月１６日～平成３０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中堂寺南町134番地 

株式会社京都リビング新聞社  

 

６ 契約金額（税込み） 

５，６６７，８４０円 

 

７ 契約内容 

健康長寿のまち・京都いきいき情報誌（仮称）の企画・製作等の広報 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 市民にとって分かりやすく，普段，自らの健康や生活習慣といった健康づくりに関心がない人々

に効果的な訴求を行うことで，健康づくりに関する情報発信の充実と「健康長寿のまち・京都」の

取組を推進することを目的に本業務委託を行う。 

 この業務の目的を効果的に達成するためには，一般競争入札ではなく価格以外の要素（能力，技

術，センス，経験に基づくノウハウ等）における競争によって業務を実施する契約の相手方を選定

する必要があり，公募型プロポーザルによる募集及び審査を行い，当該事業者に決定した。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区壬生東高田町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） 

５３４，１５３，０００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（変更契約の場合は変更理由） 

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。 

今回委託する京都市地域介護予防推進事業は，高齢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の普及啓発のほか，地域における自主的な介護予防を支援する介

護予防地域活動支援等を目的としたものであり，高齢者の継続的な介護予防活動を支援するととも

に自主的な介護予防活動を促進していくためには，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，京都市地域介護予防推進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 

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  中京区壬生松原町１６番地 室谷ビル３階 

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 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日～平成３０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８３－１ 

社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１２，２１４，９８３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（変更契約の場合は変更理由） 

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 

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 

  保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

  平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

  住所：大阪府大阪市中央区城見２－２－６ 

  商号：富士通ソーシャルライフシステムズ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

  １０２，９３１，１２４円（予定総額） 

 

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 

（10）その他の付随業務 

 

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６，９００世帯（平成２９年９月末現在６，８６８世帯（うち高齢事業６，６６５世帯，

障害事業２０３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 

 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 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

５，４８５，３２０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，本市では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いる。 

  同システムの保守については，ソフトウェアの開発元である同者が保有する著作権を使用すると

ともに，同システムについて豊富な知識と高度な技術を有し，システム障害の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が不可欠である。 

 上記の技術情報を有している者は，同システムソフトウェア（ＳＩＧＮＡ介護保険）を開発した

「株式会社リオス」のみであるため，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 

  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 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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）６，７４７，９２８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 

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 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

平成29年4月1日 

４ 履行期間 

平成29年4月1日から平成30年3月31日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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）6,088,163円 

 

７ 契約内容 

 （１） 介護保険料に係る京都市会計管理者扱いの領収済通知書の内容を，データ化してエム･ユ

ー･ティ･ビジネスアウトソーシング株式会社が運営するシステムに登録し，総合行政ネットワー

ク(LGWAN)を経由して，京都市の端末からデータの修正及びダウンロードが可能な状態にするこ

と。  

 （２） 前号のデータの内容と金融機関が作成した収納日報，収納合計票の合計（件数及び金額）

を照合すること。  

 （３） 領収済通知書の画像データは，「京都市総合収納システム済通機能追加ご導入仕様書」で

定める期間（14箇月間），システム上に保管し，システムから削除される前に電磁的媒体に収録し

て京都市に納品すること。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

（随意契約の理由） 

本件委託業務は，介護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電磁的記録媒体に収録し，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。 

そのため，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エム・ユ

ー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社以外では契約内容を確実に履行することができず，

競争入札に適していないため。 



 

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 

８を参照 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

  介護保険料還付等事務業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

平成29年4月1日 

４ 履行期間 

平成29年4月1日から平成32年3月31日 

 

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） 

104,315,040円 

 

７ 契約内容 

介護保険料の還付・返戻・充当に係る業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

（随意契約の理由） 

 介護保険料の還付・返戻・充当に係る業務については，迅速かつ確実な事務処理を必要とし，

また，戸籍や口座情報等の高度な個人情報を取り扱うため，個人情報保護や法令遵守に対する高

い意識に基づき業務を遂行しなければならない。さらに，還付の発生事由により処理手順が変更

され，被保険者及び相続人に対する説明内容も個々の状況により対応する必要がある等，介護保

険制度の深い知識に基づいた柔軟な対応が求められる。このため，価格のみで受託業者が選定さ

れる競争入札には適さないため。 

 

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 

  公募型プロポーザルを実施し，選定委員会において，あらかじめ定めた評価項目に基づき企画

提案書等の提出書類及びヒアリングでの提案内容を総合的に審査した結果， も高い評価を得た

ため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

次期京都市高齢者保健福祉計画・京都市介護保険事業計画の策定に係る委託業務 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年６月１２日 

 

４ 履行期間 

平成２９年６月１２日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市北区天満橋一丁目８番３０号 

株式会社サーベイリサーチセンター 大阪事務所 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，４７８，０００円 

 

７ 契約内容 

次期京都市高齢者保健福祉計画・京都市介護保険事業計画の策定に係る調査，集計及び調査結果

の分析・検討並びにその内容をまとめた報告書等の作成・印刷・発送を行う。また，当該業務の内

容に係る京都市高齢者施策推進協議会の運営に係る支援等も行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件は，能力，技術，経験に基づくノウハウ等により履行内容または履行方法に顕著な差異が現

れ，競争入札に適さないことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づくプロポ

ーザル方式により，事業者の能力，提案を評価することで契約の相手方を選定し，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 

プロポーザルには２社（株式会社サーベイリサーチセンター大阪事務所，株式会社名豊）が応募

し，内容審査の結果，株式会社サーベイリサーチセンター大阪事務所は，調査研究，各種計画の策

定等の業務を総合的に行っている業者であり，過去において本市及び他都市の「高齢者保健福祉計

画」，「介護保険事業計画」をはじめ，保健・福祉・医療の分野において多数の業務実績があり，ま

た企画提案内容が適当と認められ，評価点が高かったことから，同事業者を選定した。 



 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

介護予防・日常生活支援総合事業対応に係るACOSシステム改修（平成29年度） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 (変更契約締結日 平成２９年８月１日) 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成２９年１２月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

介護予防・日常生活支援総合事業対応に係るシステム改修(平成２９年度)コンソーシアム 

代表者 日本電気株式会社 

    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 

 

６ 契約金額（税込み） 

(当初)  ２６５，９４９，６００円 

(変更後) ２７０，４６１，８４０円 

 

７ 契約内容 

介護保険事務処理システムにおいて，介護予防・日常生活支援総合事業に係る電算システムの改

修を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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ため，同コンソーシアムと契約を行う。 

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），株式会社ソフ

ィア(システム開発企業)及び北港情報サービス株式会社(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 

   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 

 ・株式会社ソフィア 

   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 

 ・北港情報サービス株式会社 

   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１１条第１項第２号 

□地方自治法施行令第１６７条の２第１項第   号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

８を参照 

 

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ACOSシステム改修（平成29年度） 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成２９年１２月３１日 

 

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２９年度)コンソーシアム 

 代表者 日本電気株式会社 

     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 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，６７３，５２１円 

 

７ 契約内容 

介護保険事務処理システムにおいて，平成29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（変更契約の場合は変更理由） 

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ため，同コンソーシアムと契約を行う。 

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 

   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を参照 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度日本電気株式会社製端末その他付属機器レンタル契約について 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成２９年１２月３１日 

 

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 

 代表者 株式会社ＪＥＣＣ 

     東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

 

６ 契約金額（税込み） 

３０，２３２，１１６円 

 

７ 契約内容 

介護保険事務処理システム機器の賃借 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

（１） 機器の選定 

    次のとおり日本電気㈱が指定する機器を調達する必要がある。 

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，区役所・支所に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，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 

窓口業務において即時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を参照 

 

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 

 

２ 担当所属名 

 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

住所：京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３番地１ 

商号：（福）京都市社会福祉協議会 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，６４７，２３５円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

京都市配食サービス事業 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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４４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 

 

２ 担当所属名 

 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

住所：京都市伏見区深草直違橋片町５３２－８ 

商号：（福）京都老人福祉協会 （藤森センターほっこり） 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，０６３，８９２円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

京都市配食サービス事業 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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 

京都市敬老乗車証交付業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区霞ヶ関一丁目３番２号 日本郵便株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

金９，２７０，７２０円（予定総額） 

 

７ 契約内容 

敬老乗車証の交付事務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

本件契約は，負担金の納付と引き換えに敬老乗車証を交付するものであり，契約の履行ができる

のは本市の公金を収納できる金融機関に限られる。日本郵便株式会社は京都市の公金収納代理金融

機関であり，京都市全域に２２４局の普通郵便局・特定郵便局が展開しており，高齢者の利便性の

向上を図ることができる。以上の理由により，競争入札に適さないため，日本郵便株式会社と随意

契約を締結する。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第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 

日本郵便株式会社は京都市の公金収納代理金融機関であり，京都市全域に２２４局の普通郵便

局・特定郵便局が展開しており，高齢者の利便性の向上を図ることができる。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

右京老人福祉センター・太秦デイサービスセンター空調緊急改修工事 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年８月２４日 

 

４ 履行期間 

契約の日から平成２９年９月１６日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町30番地の27  

株式会社 吉川工務店 

 

６ 契約金額（税込み） 

４，６９８，０００円 

 

７ 契約内容 

既存の冷暖房設備（屋上設置の冷温水器）に故障が生じた当該施設について，既存の冷暖房設備

は残置したまま，代替となる新規の冷暖房設備を設置するもの。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

急きょ当該施設の空調設備が故障したことから，デイサービスセンター等の利用者の健康上の懸

念（室温上昇による熱中症の発生等）に鑑みて，緊急で修繕を実施する必要があると判断し，競争

入札を行わずに随意契約（３者見積もり合わせ）により実施事業者を選定し，工事を実施した。 

 

９ 根拠法令 

□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第 ５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 

３者見積もり合わせの結果再安価であった事業者 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度予防接種委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区西野京東栂尾町６ 

一般社団法人京都府医師会 

その他１０７件 

 

６ 契約金額（税込み） 

３，３５８，２１４，３８３円（予定総額） 

 

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（変更契約の場合は変更理由） 

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無く，市民

の接種機会の確保に有用であるため。 

 



11 その他 



医療機関名 所在地

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

医療法人裕泰会足立医院 京都市北区等持院南町19-3
ヴィラ上賀茂診療所 京都市北区上賀茂中ノ河原町22-1
医療法人みね医院 京都市上京区晴明町811番地
もりの内科医院 京都市左京区下鴨梅ノ木町25
いわさきクリニック 京都市左京区岡崎北御所町12-5
桑原クリニック 京都市左京区聖護院山王町28
北尾クリニック 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
草場消化器クリニック 京都市中京区西ノ京下合町11番地島津プラザ4F
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
友吉医院 京都市中京区柳馬場通竹屋町西南角
医療法人社団医京会　室町クリニック 京都市右京区西院東貝川町42ハイライズ西院１階
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
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
医療法人ゆうクリニック 京都市中京区西ノ京北小路町17-2
清水整形外科 京都市中京区御幸町通夷川下ル達磨町６１３
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
井上クリニック糖尿病センター 京都市下京区四条烏丸西入ル函谷鉾ビル5F
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　
崇仁診療所 京都市下京区上之町３８　うるおい館（西棟）
一般財団法人高雄病院 京都駅前診療所 京都市下京区真苧屋町207番地ネオオフィス七条烏丸4F
村上内科医院 京都市山科区四ノ宮垣ノ内町１
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
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
こうクリニック 京都市山科区御陵上御廟野町7-7　
ひろた耳鼻咽喉科医院 京都市山科区西野山中鳥井町75-1
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
医療法人若葉会　見島医院 京都市伏見区御駕籠町124-15
市田医院 京都市右京区西院高山寺町7
医療法人社団聡樹会　まさき医院 京都市右京区西京極午塚町65番地1
岡本診療所 京都市右京区梅津南上田町34-1
医療法人梁山会診療所 京都市北区大将軍西町163番地
長楽園診療所 京都市山科区観修寺仁王堂町13番地3
島津製作所 診療所 京都市中京区西ノ京桑原町1番地
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3
えいご皮フ科　京都御池院 京都市中京区御池通御幸町西入御池大東町596番Kiyoshi Build 清3階
さの皮フ科クリニック 京都市下京区東かざりや町160
あしだナチュラルクリニック 京都市左京区岩倉三笠町239
耳鼻咽喉科いしかわクリニック 京都市左京区岩倉三笠町263
葛岡整形外科医院 京都市左京区一乗寺北大丸町57
ヴィラ山科診療所 京都市山科区大宅御所田町115-1
西院駅前とりやまクリニック 京都市右京区西院高山寺町1-1メディカル西院3F
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５３３－３
京都刑務所　医務部診療所 京都市山科区東野井上町20　京都刑務所医務部診療所
京都拘置所医務課診療所 京都市伏見区竹田向代町138



医療機関名 所在地

大津ファミリークリニック 大津市大門通11-11
大津赤十字病院 大津市長等1 1 35 
医療法人　堅田病院 大津市本堅田三丁目33-24
医療法人輝生会小西医院 大津市大萱1-17-35
坂本医院 大津市下阪本六丁目22-10
医療法人藤樹会　滋賀里病院 大津市滋賀里１丁目18-41
竹内医院 大津市横木1-8-10
琵琶湖養育院病院 大津市大萱七丁目7番2号
医療法人社団　あかつき会　本丸たけだ医院 大津市本丸町2-18
小川診療所 湖南市石部東二丁目5-38
あそかビハーラ病院 城陽市奈島下ノ畔3-3
独立行政法人国立病院機構紫香楽病院 甲賀市信楽町牧997番地
特別養護老人ホーム梅林園診療所 城陽市中芦原55番地
ひろかわクリニック 宇治市宇治妙楽24-1ミツダビル4F
さいとう整形外科医院 大津市衣川１丁目18-8
医療法人松徳会北雄琴クリニック 大津市雄琴6丁目11番8号
祐森クリニック 大津市和邇中浜460-1
医療法人緑陽会　緑ヶ丘クリニック 大津市横木2丁目13-5
医療法人社団あかつき会　たけだクリニック 大津市下阪本2丁目20-57
医療法人恒仁会近江温泉病院 東近江市北坂町966番地
すずきクリニック 滋賀県守山市浮気町105-3



医療機関名 所在地

介護老人保健施設がくさい 京都市北区鷹峯土天井町54番地
介護老人保健施設おおはら雅の郷 京都市左京区大原野村町514
医療法人稲門会　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
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
バプテスト老人保健施設 京都市左京区北白川山ノ元町47
医療法人稲門会　介護老人保健施設フェアウインドきの 京都市左京区岩倉幡枝町2250
介護老人保健施設友々苑 京都市左京区静市市原町447番地1
社会福祉法人香東園　香東園やましな 京都市山科区西野野色町15-88
社会福祉法人堀川健康会介護老人保健施設じゅんぷう 京都市下京区西堀川通松原下ル橋橘町１
介護老人保健施設ぬくもりの里 京都市下京区七条御所ノ内西町68
介護老人保健施設マリアンヌ 京都市右京区梅津中倉町10番地
医療法人啓友会介護老人保健施設洛西けいゆうの里 京都市西京区大枝東長町1-36
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 京都市伏見区向島二ﾉ丸町151番81
医療法人清水会　介護老人保健施設京しみず 京都市伏見区羽束師古川町177
介護老人保健施設第二京しみず 京都市伏見区向島清水町45-1
医療法人同仁会（社団）介護老人保健施設マムクオーレ 京都市南区吉祥院南落合町40番地3
介護老人保健施設こもれび 亀岡市千代川町北ノ庄向条24
介護老人保健施設陽生苑 亀岡市篠町篠洗川47-1
医療法人清仁会　介護老人保健施設シミズふないの里 南丹市八木町西田山崎16
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 南丹市八木町西田早田3番地
医療法人同仁会（社団）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
特定医療法人桃仁会　老人保健施設桃寿苑 京都市伏見区向島津田町235番地1
医療法人同仁会(社団)介護老人保健施設　マムクオーレⅡ 京都市南区唐橋羅城門町38番地
医療法人清仁会　介護老人保健施設シミズひまわりの里 京都市西京区大枝沓掛町13-362
介護老人保健施設深草京しみず 京都市伏見区越後屋敷町17番地

社会福祉法人七野会　介護老人保健施設ライブリィきぬかけ 京都市北区大北山原谷乾町127-1

介護老人保健施設洛和ヴィラアエル 京都市山科区小山鎮守町29-1
特別養護老人ホームあじさい苑 京都市伏見区向島二ノ丸町151-53
老人保健施設アールそせい 京都市伏見区下鳥羽広長町101
老人保健施設第２アールそせい 京都市伏見区下鳥羽上三栖町129
特定医療法人桃仁会サテライト老健桃寿苑 京都市伏見区桃山町根来16-9
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
介護老人保健施設B・O・Hケア・サービスセンター 大津市伊香立途中町字上野704番地
介護老人保健施設ケアセンター回生 向日市物集女町中海道19-5
介護老人保健施設　ハーモニーこが 京都市伏見区久我森の宮町3-6
医療法人稲門会　介護老人保健施設アビイロードや京都市山科区勧修寺南大日33-1
社会福祉法人伏見福祉会　介護老人保健施設　醍京都市伏見区醍醐内ヶ井戸19-1
医療法人十全会　介護老人保健施設　はーとふる 京都市山科区日ノ岡夷谷町１１
介護老人保健施設　西の京 京都市中京区西ノ京小堀池町16
医療法人稲門会　介護老人保健施設アビイロードや京都市山科区勧修寺南大日33-1
介護老人保健施設　醍醐の里 京都市伏見区醍醐内ヶ井戸19-1
介護老人保健施設　博寿苑 京都市左京区大原戸寺町３８３



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度予防接種審査事務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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） 

２３，０５１，８５５円（予定総額） 

 

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（変更契約の場合は変更理由） 

接種委託料の審査にあたっては，医療機関は診療報酬支払事務を専門機関に依頼して行っている

ため，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 

京都府国民健康保険団体連合会は，従来医療機関からの診療報酬支払事務を行っており，総ての

医療機関と業務関係があるため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度胸部（結核・肺がん）検診委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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      

⑤京都市山科区音羽珍事町２ 

   医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院     

⑥京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  

⑦京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      

⑧京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町８４１－５ 

  医療法人財団康生会     

⑨京都市中京区六角通新町西入西六角町１０９ 

   日本郵政株式会社 京都逓信病院      

 

６ 契約金額（税込み） 

３０，９７４，６６４円（予定総額） 

 

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線直接撮影を委託する。 

 



８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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２９年度風しん抗体検査委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区西ノ京東拇尾町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）１１，４１２，０００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（変更契約の場合は変更理由） 

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 

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２９年度食鳥検査の委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日 

 

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（変更契約の場合は変更理由） 

  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。 

  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項に基づき都道府県知事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 

  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。 

  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２３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２９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 

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市南区上鳥羽仏現寺町１１ 

公益社団法人 京都市獣医師会 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，８９７，０４０円（予定総額） 

 

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 

平成２９年度京都市休日急病歯科診療所運営 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区西ノ京東栂尾町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） 

４０，４２５，１９１円 

 

７ 契約内容 

休日における歯科急病患者の初期診療体制の確保を図るための施設（以下「急病歯科診療

所」という。）の運営及び管理並びに診療に係る業務の委託を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 急病歯科診療所は，休日において複数の歯科医師が診療に従事しており，一定数の歯科医師

を確実に供給する必要があることから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 

一般社団法人京都府歯科医師会は，多数の歯科医師が会員として属しているため，休日急病



歯科診療を実施するための施設と医療従事者を確実に確保でき，本事業や障害者に対する歯

科診療を実施してきた実績があるなど，利用者を尊重した公的サービスを提供でき，休日歯科

診療に関する専門性を有した唯一の団体である。 

 

11 その他 

   

 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度京都市急病診療所運営 

 

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４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

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 

 

６ 契約金額（税込み） 

３９７，４１８，０００円 

 

７ 契約内容 

平日夜間や休日等医療が充足しにくい日時における急病患者の初期診療体制の確保を図るための

施設（以下「急病診療所」という。）の運営及び管理並びに診療に係る業務の委託を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 急病診療所は，平日夜間や休日等医療が充足しにくい日時に，複数の科目を診療しており，一定

数の医師を確実に供給する必要があることから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 

契約先の一般社団法人京都府医師会は，京都市域の多くの医師が加入している組織であり，非常

に公益性が高い団体である。業務の実施に当たっては，出務医師の確保，後送病院との契約など一

般社団法人京都府医師会の持つ組織力に負う所が大きいため，急病診療所を安定的に運営すること

ができるのは，事実上，一般社団法人京都府医師会のみである。 

 

11 その他 

   

 

 

 



   

 

随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度中央斎場の受付業務等委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 

 

３ 契約締結日 

  （当 初）平成２８年４月１日 

（変 更）平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

富山市奥田新町１２－３ 

株式会社 宮本工業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

  （当 初）１２，９６０，０００円 

（変更後）１４，３４６，７２０円 

 

７ 契約内容 

京都市中央斎場における受付，問い合わせに対する市民対応等の業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 中央斎場受付業務等の効率的な運営の推進及び市民サービスの向上を図るために，平成２８年２

月に京都市中央斎場受付業務等委託に係るプロポーザルを実施し，株式会社 宮本工業所を受託事

業者として選定し平成２８年度から５箇年契約を締結した。しかし，中央斎場で領収した収納金の

取扱いについて，収納機関への収納を本市職員が実施していたことが，監査事務局による定期監査

において不適切であるとの指摘を受けたため，収納業務も委託内容に含めるよう変更契約を締結し

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２９年度京都市中央斎場火葬設備定期保守点検業務委託 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

富山市奥田新町１２－３ 

株式会社 宮本工業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１９，８７２，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市中央斎場火葬設備の保守点検業務 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 昭和５６年４月１日から業務を開始している京都市中央斎場は，市民の葬儀を荘厳に執

り行なうことができるよう設備機械の近代化を図っている。これらの諸設備の維持管理に

は，専門知識の豊富な技術員が定期的に点検する必要があり，火葬設備機械については，

特にその使用材料，構造及び機器の調整の特殊性のため，火葬炉設備製造者独自の技術が

なければ十分な保守管理は不可能である。こうしたことから本件委託業務は競争入札に適

さないため，火葬炉設備製造者である株式会社宮本工業所を委託先とする。 
 

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 

違法な「民泊」施設の適正化指導の強化に向けた調査業務 

 

２ 担当所属名 

保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 

 

３ 契約締結日 

平成２９年６月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年６月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町３３８ 京阪四条河原町ビル７階 

株式会社ＪＴＢ西日本 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

１８，１８１，８５９円 

 

７ 契約内容 

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

設所在地や営業者等の特定調査を委託する。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

違法な「民泊」施設の調査は，その委託の内容から，業務を履行するにあたっては充分な人員体

制を組めることや，多言語で対応できることが求められる。数多くの施設価格競争となる競争入札

では，受託する能力を満たさない事業者が受託する可能性もあるため，公募型プロポーザル方式に

よる業者選定を実施することとした。 

プロポーザルを実施するにあたっては，業務計画，業務計画等を記載した企画提案書の提出を求

め，責任者による企画提案書の内容説明を行うプレゼンテーションを実施した。プレゼンテーショ

ンの結果，予め設定した選定基準に照らして も高い評価を得た当該法人と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 

平成２９年度「京都市自殺総合対策業務」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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町２５６番地 

株式会社関広 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，２００，０００円 

 

７ 契約内容 

くらしとこころの総合相談会，ゲートキーパー養成研修の運営，広報等及びその他の普及啓発事

業の実施 

 

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，「京都市自殺予防対策業務委託事業者選定プロ

ポーザル募集要項」，「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，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２９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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日 

 

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２９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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府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） 

２４，３６４，８００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障害者支援施設利用者に提供する給食の調理等業務

を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

  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 

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４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，株式会社ニチダンが適格であるとし，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２９年度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２９年４月１日 

 

４ 履行期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府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） 

８，６５２，３１２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 

 

 


