
001 平成29年04月01日 平成２９年度ファミリーサポート事業に係る委託
子ども若者はぐくみ局
子ども若者未来部育成
推進課

公益社団法人　京都市児童館学童
連盟

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

002 平成29年04月01日 平成２９年度放課後ほっと広場事業の委託
子ども若者はぐくみ局
子ども若者未来部育成
推進課

京都市学童保育所管理委員会
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

003 平成29年04月01日 「京都やんちゃフェスタ２０１７（第１部）」の実施の委託
子ども若者はぐくみ局
子ども若者未来部育成
推進課

公益社団法人　京都市児童館学童
連盟

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

004 平成29年04月01日 平成２９年度京都市児童館事業（民設児童館）の委託
子ども若者はぐくみ局
子ども若者未来部育成
推進課

社会福祉法人　京都社会福祉協会
他３６件

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

005 平成29年04月01日 平成２９年度児童館・学童保育所職員研修の委託
子ども若者はぐくみ局
子ども若者未来部育成
推進課

公益社団法人　京都市児童館学童
連盟

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

006 平成29年04月01日
平成２９年度京都市学童クラブ事業における障害のある児童の統合
育成対策介助者派遣事業の委託

子ども若者はぐくみ局
子ども若者未来部育成
推進課

公益社団法人　京都市児童館学童
連盟

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

007 平成29年04月01日 平成２９年度学童クラブ事業（民設学童保育所）の委託
子ども若者はぐくみ局
子ども若者未来部育成
推進課

社会福祉法人　信愛保育園
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

008 平成29年12月21日 「平成３０年京都市成人の日記念式典」の会場使用及び設営委託
子ども若者はぐくみ局
子ども若者未来部育成
推進課

株式会社京都産業振興センター
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

009 平成29年04月01日 境界確定及び土地地積更正登記等業務（京都市淀保育所）
子ども若者はぐくみ局
幼保総合支援室

公益社団法人　京都公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

010 平成29年04月01日 民間保育施設等職員の資質向上のための研修業務
子ども若者はぐくみ局
幼保総合支援室

公益社団法人　京都市保育園連盟
地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号

（当初）7,300,000
（変更後）8,540,400

（当初）70,306,312
（変更後）85,079,030

（当初）14,385,000
（変更後）15,363,000

（当初）13,047,240
（変更後）14,025,240

（当初）14,146,055
（変更後）14,226,369

（当初）15,199,506
（変更後）15,509,724

（当初）7,742,391
（変更後）7,755,547

（当初）2,609,280
（変更後）2,739,960

（当初）933,969,683
（変更後）1,021,206,145

契約の相手方の名称 根拠法令

随意契約一覧表

（当初）34,266,000
（変更後）35,483,000

契約金額（税込）
（単位：円）

契約日 件　　　　　　　　名 担当所属名



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度ファミリーサポート事業に係る委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年４月１日 

（変更後）平成３０年２月２６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 

京都市南区東九条東山王町２７番地 元山王小学校 北校舎２階 

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）３４，２６６，０００円 

（変更後）３５，４８３，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市ファミリーサポート事業の委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

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

約を締結。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

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

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

る経験と実績を有している。 

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

の登録，講習会の開催，会員同士の相互援助活動の調整等を行っており，長年の児童館・学童クラ

ブ事業をはじめとする児童福祉に関する経験により，会員からの多岐にわたる依頼内容や緊急性の



ある依頼内容に対応することが可能となっている。 

また，同団体は，各児童館の連絡調整機関として大きな役割を果たしているが，市内全域におい

て指定された児童館にファミリーサポートセンターの支部を設置し，本部と連携して地域における

子育て支援を推進することが可能である。 

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

価格競争になじまないことから，同団体を委託先として選定する。 

 

11 その他 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度放課後ほっと広場事業の委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年４月１日 

（変更後）平成３０年３月３１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 

京都市南区東九条東山王町２７番地  

京都市学童保育所管理委員会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）７０，３０６，３１２円 

（変更後）８５，０７９，０３０円 

 

７ 契約内容 

放課後ほっと広場事業の委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

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

ら変更する必要があるため，変更契約を締結。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

委託先は，公設学童保育所の指定管理者として８箇所の学童保育所を運営しており,児童の健全育

成に対して深い理解を持っているとともに，地域の小学校等の関係機関と密接な関係を築いてきた

実績がある。また，事業の実施についても意欲を有しており，これまでの学童クラブの事業の実績

に鑑みて能力を有すると認められる。 

 

11 その他 



 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「京都やんちゃフェスタ２０１７（第１部）」の実施の委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年４月１日 

（変更後）平成３０年２月２６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 

京都市南区東九条東山王町２７番地 元山王小学校 北校舎２階 

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１４，３８５，０００円 

（変更後）１５，３６３，０００円 

 

７ 契約内容 

「京都やんちゃフェスタ２０１７（第１部）」の実施の委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

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

締結。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

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

当たっては，児童館・学童保育所との緊密な連絡調整が必要となる。 

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

であり，事業を実施するに当たって最適であると考えられる。 

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

を中心とする実行委員会の補助組織として事業に参画し，第４回目は本市と共同で実行委員会を組



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

当たっての専門的知識を有している。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度京都市児童館事業（民設児童館）の委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年４月１日 

（変更後）平成３０年３月３１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 

別紙参照 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）９３３，９６９，６８３円 

（変更後）１，０２１，２０６，１４５円 

 

７ 契約内容 

京都市児童館事業（民設児童館）の委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

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

ら変更する必要があるため，変更契約を締結。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

委託先は，地域における子育て支援及び児童の健全育成に対して，深い理解を持っていることと

事業の実施について意欲を有しており，これまでの児童館運営における実績に鑑みて能力を有する

と認められる。 

 

11 その他 



（別紙） 

 

 

社会福祉法人 京都社会福祉協会 民設児童館一覧 

 

 

  住 所 京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町 

      519 番地  

  氏 名 社会福祉法人 京都社会福祉協会 

  代表者 理事長 今井 豊嗣 

 

 

 

名   称 所  在  地 

新林児童館 京都市西京区大枝西新林町四丁目３番地 

福西児童館 京都市西京区大枝南福西町一丁目２番地 

桂坂児童館 京都市西京区御陵大枝山町四丁目３０番地 

城南児童館 京都市伏見区向島藤ノ木町８５番地７ 

 



委託先名称 代表者 委託先住所 児童館名称 児童館所在地

社会福祉法人 京都社会福祉協会 理事長 今井　豊嗣
京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町
519番地

別紙社会福祉法人京都社会福
祉協会民設児童館一覧

別紙社会福祉法人京都社会福祉協会民
設児童館一覧

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

南大内児童館 京都市南区八条寺内町5番地

社会福祉法人 柊野保育園 理事長 大野 緑朗 京都市北区上賀茂東上ﾉ段町36番地の2 柊野児童館 京都市北区上賀茂中ﾉ坂町14番地の1

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

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

社会福祉法人 西陣会 理事長 水上　雄一郎
京都市上京区元誓願寺通千本東入元四
丁目430番地の2

西陣児童館
京都市上京区元誓願寺通千本東入元四
丁目432

社会福祉法人　平松の会 理事長　金田　光雄 京都市左京区岩倉中在地町32番地 村松児童館 京都市左京区岩倉中在地町31番地の3

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

洛中児童館
京都市中京区六角通大宮西入三条大宮
町242番地

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

同心児童館
京都市中京区富小路通二条下ル俵屋町
197番地

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

小松谷児童館
京都市東山区渋谷通東大路東入三丁目
上馬町553番地

社会福祉法人 大宅福祉会 理事長 山手　重信 京都市山科区大宅五反畑町69番地の5 大宅児童館 京都市山科区大宅五反畑町69番地の13

社会福祉法人 常盤福祉会 理事長 野崎　栄美子 京都市山科区東野南井上町9番地の2 山階南児童館 京都市山科区東野門口町30番地の1

社会福祉法人　下京ひかり保育園・
児童館

理事長 橋本　トシ子 京都市下京区中堂寺前田町7番地の3 下京ひかり児童館 京都市下京区中堂寺前田町7番地の3

社会福祉法人 カトリック京都司教区
カリタス会

理事長 井上　新二
京都市中京区河原町通り三条上ﾙ下丸
屋町423番地

希望の家児童館 京都市南区東九条東岩本町31番地

社会福祉法人 清和園 理事長 大塚　眞隆 京都市南区吉祥院石原橋上1番地4 祥栄児童館 京都市南区吉祥院石原橋上1番地の4

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

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

社会福祉法人 上総福祉会 理事長 渡辺　瑤子 京都市北区小山上総町7番地 大原野児童館
京都市西京区大原野上里北ﾉ町1308番
地の2

社会福祉法人 つみき福祉会 理事長 笹川　郁子 京都市西京区松室荒堀町126番地 つみき児童館 京都市西京区松室荒堀町127番地

社会福祉法人 桂朝日福祉会 理事長 中路　達雄 京都市西京区桂北滝川町30番地 桂東児童館 京都市西京区桂浅原町129番地の1

社会福祉法人 醍醐福祉会 理事長 横田　勇造 京都市伏見区醍醐中山町39番地の13 中山児童館 京都市伏見区醍醐中山町46番地

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

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

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

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

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

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

一般社団法人　京都市母子寡婦福祉
連合会

会長　横内　美佐子
京都市左京区下鴨北野々神町26番地北山ふれあ
いセンター京都市ひとり親家庭支援センター内 下鳥羽児童館 京都市伏見区下鳥羽東柳長町33番地

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

ももやま児童館 京都市伏見区桃山町立売1番の6

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

塔南の園児童館 京都市南区西九条菅田町4番地の2

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

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

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

宗教法人　天得院 代表役員　爾　英晃 京都市東山区本町15丁目802 東福寺児童館 京都市東山区本町15丁目802

特定非営利活動法人　フォーラムひ
こばえ

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

社会福祉法人　鏡陵福祉会 理事長　中村　かよ 京都市山科区御陵荒巻町50番地1 陵ヶ岡児童館 京都市山科区御陵岡町36-1

一元化民設計 36委託先 39児童館

委託先名称 代表者 委託先住所 児童館名称 児童館所在地

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

だん王児童館
京都市左京区三条大橋東入法林寺門前
町36番地

単独民設計 1委託先 1児童館



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度児童館・学童保育所職員研修の委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年４月１日 

（変更後）平成３０年２月２７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 

京都市南区東九条東山王町２７番地 元山王小学校 北校舎２階 

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１３，０４７，２４０円 

（変更後）１４，０２５，２４０円 

 

７ 契約内容 

京都市学童クラブ事業における職員研修事業の委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

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

締結。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

公益社団法人京都市児童館学童連盟は，本市の児童館・学童クラブ事業を受託している社会福祉

法人等の団体により構成されており，各児童館・学童保育所間の連絡調整及び事業内容の向上等を

目的としていることから，上記の点に鑑み委託を行う。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度京都市学童クラブ事業における障害のある児童の統合育成対策介助者派遣事業の委

託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年４月１日 

（変更後）平成３０年３月２８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 

京都市南区東九条東山王町２７番地 元山王小学校 北校舎２階 

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１４，１４６，０５５円 

（変更後）１４，２２６，３６９円 

 

７ 契約内容 

京都市学童クラブ事業における障害のある児童の統合育成対策介助者派遣事業の委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

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

締結。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

公益社団法人京都市児童館学童連盟は，本市の児童館・学童クラブ事業を受託している社会福祉

法人等の団体により構成されており，各児童館・学童保育所間の連絡調整及び事業内容の向上等を

目的としていることから，上記の点に鑑み委託を行う。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

平成２９年度学童クラブ事業（民設学童保育所）の委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年４月１日 

（変更後）平成３０年３月３１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 

京都市上京区丸太町通日暮西入西院町７４７番地の２０ 

社会福祉法人信愛保育園 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）１５，１９９，５０６円 

（変更後）１５，５０９，７２４円  

 

７ 契約内容 

学童クラブ事業（民設学童保育所）の委託 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

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

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

ら変更する必要があるため，変更契約を締結。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

委託先は，児童の健全育成に対して深い理解を持っていることと事業の実施について意欲を有し

ており，これまでの学童クラブ事業の実績に鑑みて能力を有すると認められる。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

「平成３０年京都市成人の日記念式典」の会場使用及び設営委託 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年１２月２１日 

（変更後）平成３０年１月８日 

 

４ 履行期間 

平成２９年１２月２１日から平成３０年１月８日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市左京区岡崎成勝寺町９番地の１ 

株式会社 京都産業振興センター 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）７，７４２，３９１円 

（変更後）７，７５５，５４７円 

 

７ 契約内容 

「平成３０年京都市成人の日記念式典」の会場使用及び設営・撤去等 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

契約の目的を達成するためには，下記の３つの条件を満たす必要があり，これを満たす施設が１

箇所に特定されるため。 

  収容人数が市内最大規模であること 

  市内の中心部に近く，公共交通機関の利用に適してこと 

  警備をはじめとする周辺の協力体制が整っていること 

 

  なお，上記３つの条件を設定した理由は下記のとおりである。 

   住民基本台帳登載者を基にしている京都市内の対象新成人は約１５，０００人であり，当日式

典参加者は例年約８，０００人であるため，２回に分けた式典に各回約４，５００人の収容人数

を確保する必要がある。加えて，式典会場，イベント会場及び各関係団体の控室等の複数の会場

が必要となる。 

   京都市内全域の新成人を対象に１会場での開催に伴い，大変な混雑が予想されるため，市バス

や地下鉄等の公共交通機関の利用に適した市内の中心部周辺で実施する必要がある。 

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

察にイベントの警備の経験が豊富にある等，協力体制が整っていることが必要である。 



契約金額について，当日の会場使用料金や物品使用数量等の変更に伴い，当初に見込んでいた金

額から変更する必要があるため，変更契約を締結。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約の理由の各条件に当てはまる団体は，下記理由のとおり京都産業振興センターのみであ

るため。 

   京都産業振興センターは，各条件に当てはまる施設である京都市勧業館みやこめっせを管理し，

運営する唯一の業者である。 

   京都市勧業館みやこめっせは，市内最大規模の収容人数であり，３階第３展示場の収容人数は

５，０００人，１階第２展示場の収容人数は３，６００人であるため。複数の会場も備えている。 

  京都市勧業館みやこめっせは，市内の中心部に近く，市バスや地下鉄等の公共交通機関の利用

が可能である。 

  京都市勧業館みやこめっせは，施設内に有人の警備室や管理運営事務所があり，イベントの経

験が豊富であり，協力体制が整っている。 

 

11 その他 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

境界確定及び土地地積更正登記等業務（京都市淀保育所） 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年４月１日 

（変更後）平成３０年３月２０日 

 

４ 履行期間 

契約の日の翌日から平成３０年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町４３９番地 

公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）２，６０９，２８０円 

（変更後）２，７３９，９６０円 

 

７ 契約内容 

京都市淀保育所敷地の境界確定及び土地地積更正登記等業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

淀保育所に係る土地境界確定に伴う調査及び手続き等の業務について，当初の見積りよりも測量

業務等が増加し，契約金額を変更する必要が生じたため。  

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

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

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

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

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

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

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

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

難である。）が該当するため。 

 

11 その他 



随意契約締結結果報告書 

 

１ 件名 

民間保育施設等職員の資質向上のための研修業務 

 

２ 担当所属名 

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室 

 

３ 契約締結日 

（当 初）平成２９年４月１日 

（変更後）平成２９年１１月１６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 

京都市中京区間之町通竹屋町下る楠町６０１番地の１ 

京都市子育て支援総合センターこどもみらい館３階 

公益社団法人 京都市保育園連盟 

 

６ 契約金額（税込み） 

（当 初）７，３００，０００円 

（変更後）８，５４０，４００円 

 

７ 契約内容 

 保育の質，専門性の向上のため，施設長，保育士，調理員等の保育施設等に勤務する職員に対

する研修を実施し，もって児童処遇の向上を目指す。 

 

８ 随意契約の理由（変更契約の場合は変更理由） 

 保育士等キャリアアップ研修については，平成30年度以降，処遇改善等加算Ⅱの適用条件に受

講要件として課されることとされていた。 

 保育士等の処遇改善を確実に実施するためには，平成29年4月1日に制定された厚生労働省の「保

育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に適合する研修の実施体制を構築するとともに，平成

30年度以降に研修ニーズの急速な増加が見込まれることを踏まえると，平成29年度から先行モデ

ル事業として研修の受講を進めていく必要があるため。 

 

９ 根拠法令 

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

■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

 公益社団法人京都市保育園連盟は，保育における各分野ごとに，本市保育行政の実情を踏まえ

た諸課題等について，本市の民間保育施設長により協議する委員会を設置しているなど，本市民

間保育施設における保育現場の実態，ニーズにきめ細かく対応し，保育の質向上のための効果的

な研修内容・実施方法の詳細等を企画・立案し，迅速に実行できる体制を有している市内唯一の

団体であるため。 

 



11 その他 


