
契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

1 社会福祉課
株式会社ケーケーシー情報シス
テム
代表取締役社長　松下直弘

平成２８年度臨時福祉給付金
及び低所得の障害・遺族基礎
年金受給者向け給付システム
導入業務委託
２８－社福委－７

役務委託

平成２８年度低所得及び遺
族・障害基礎年金受給者向け
臨時福祉給付金電算システム
委託業務

平成28年8月1日
～

平成29年3月31日
3,013,200円 6,321,000円

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
約とするもので、基幹系業務支援システム及び昨年・
一昨年度導入した給付金システムを開発・導入・管理
している実績から、本事業の円滑・迅速な実施が可能
であり、またシステムの当初からの構築でないので、
低コストで運用することが見込めるため。

2 社会福祉課

香川県高松市錦町２丁目２番地
１７号
株式会社アール・シー・エス
代表取締役　吉岡邦男

障がい者福祉システム「G-
Trust」保守業務

役務委託
障がい者福祉システム「G-
Trust」の保守業務を行う

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
668,736円 668,736円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。本事業を実施できる事業者が他にないため。

3 社会福祉課

京都府木津川市加茂町観音寺石
部８番地
社会福祉法人いづみ福祉会
理事長　坂本利正

障害者相談支援事業（基幹相
談支援センター事業）委託業
務

役務委託
障害者相談支援事業（基幹相
談支援センター事業）の委託
業務を行う

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
13,654,734円 13,654,734円

方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
本事業を実施できる事業者が他にないため。

4 社会福祉課

木津川市加茂町観音寺石部８番
地
社会福祉法人　いづみ福祉課会
理事長　坂本利正

地域活動支援センター事業委
託

役務委託
地域活動支援センター事業委
託

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
8,314,279円 8,314,279円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。当該事業者は、事業を運営するのに必要な専門職
員を配置するとともに、本事業を円滑に実施できる実
績・能力があり、本事業者以外には事業を実施できな
いため。

5 社会福祉課

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
理事長　高田　英一

相楽聴こえのコミュニケー
ション支援事業委託

役務委託
相楽聴こえのコミュニケー
ション支援事業委託

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
6,729,754円 6,729,754円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。当該事業者は、事業を運営するのに必要な専門職
員を配置するとともに、本事業を円滑に実施できる実
績・能力があり、本事業者以外には事業を実施できな
いため。

6 社会福祉課

福岡県大野城市川久保３丁目１
番２３号
株式会社ニック
代表取締役　松浦　豊喜

障害福祉サービス請求内容
チェックシステム賃貸借契約

賃貸契約
障害福祉サービス請求内容
チェックシステムの賃借を行
う

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
648,000円 648,000円

地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定による。
当該事業者のシステムは、本事業を円滑に実施できる
実績があるものであり、障害福祉サービス等の請求審
査を迅速かつ適正に行うため、契約を行った。

別記様式第６号（第３条関係）

平成２８年度　　随意契約結果＜健康福祉部＞
（平成２８年１１月３０日現在）

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格



契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

別記様式第６号（第３条関係）

平成２８年度　　随意契約結果＜健康福祉部＞
（平成２８年１１月３０日現在）

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格

7
くらし

サポート課

木津川市加茂町里新戸１１４
認定特定非営利活動法人夢街道
国際交流子ども館
理事長　比嘉　昇

木津川市生活困窮世帯の子供
に対する学習支援業務

業務委託

業務内容
・参加者の進学や学習、日常
生活上の課題に対する助言等
の支援
・参加者と支援を実施する
者、又は参加者相互が親睦を
深めるためのイベント等の開
催
・その他対象者の健全育成に
資すると認められること

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
1,290,600円 1,290,600円

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る

②京都府子どもの居場所づくり事業運営業務を受託し
ている業者であり、また昨年度本市の学習支援事業を
受託しており実績等がある業者であるため。

8
くらし

サポート課

京都市中京区烏丸通押小路上ル
秋野々町５３５
扶桑電通株式会社京都営業所
京都営業所長　生田　悟司

生活保護版レセプト管理シス
テム機器更新

業務委託
生活保護版レセプト管理シス
テム用機器更新及びセット
アップ作業

平成28年7月1日
～

平成28年9月30日
2,235,600円 2,235,600円

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る

②生活保護版レセプト管理システムの機器更新は現行
機器からの更新のため、現在データの継続利用は必須
であり、従前からの扶桑電通株式会社であれば初期導
入時のシステムを構築し現状業務を熟知したデータの
処理を安全かつ確実に行うことが可能と認められる。
また、本市での稼働実績も良好であり、信頼性が高
い。

9
くらし

サポート課

大阪市淀川区宮原４-１-４
ＫＤＸ新大阪ビル３Ｆ
北日本コンピューターサービス
株式会社
代表取締役　江畑　佳明

平成２８年度生活保護電算処
理システム保守点検業務

業務委託
生活保護電算処理システム保
守点検作業

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
874,800円 874,800円

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る

②本課生活保護システムの開発業者であり、生活保護
システムの取扱いが本業者以外の業者では極めて困難
であるため

10 高齢介護課

京都府木津川市鹿背山東大池4
番地1
社会福祉法人 芳梅会
理事長　原脊　健治

木津川市包括的支援事業委託 役務委託
木津東圏域における包括的支
援事業の委託

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
12,600,000円 12,600,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定によ
る。事業の運営に必要な専門職員を配置し、円滑に実
施する能力を有するとともに、今日までの実績により
地域の特性を最も把握しているため。

11 高齢介護課

京都府木津川市木津川端19番地
社会福祉法人
木津川市社会福祉協議会
会長　福井　博敏

木津川市包括的支援事業委託 役務委託
木津西圏域における包括的支
援事業の委託

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
12,600,000円 12,600,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定によ
る。事業の運営に必要な専門職員を配置し、円滑に実
施する能力を有するとともに、今日までの実績により
地域の特性を最も把握しているため。

12 高齢介護課
京都市伏見区深草正覚町23番地
社会福祉法人 青谷福祉会
理事長　武田　道子

木津川市包括的支援事業委託 役務委託
加茂圏域における包括的支援
事業
の委託

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
12,600,000円 12,600,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定によ
る。事業の運営に必要な専門職員を配置し、円滑に実
施する能力を有するとともに、今日までの実績により
地域の特性を最も把握しているため。



契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

別記様式第６号（第３条関係）

平成２８年度　　随意契約結果＜健康福祉部＞
（平成２８年１１月３０日現在）

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格

13 高齢介護課

京都府木津川市山城町上狛天竺
堂1番地1
社会福祉法人 京都南山城会
理事長　三上　勝利

木津川市包括的支援事業委託 役務委託
山城圏域における包括的支援
事業
の委託

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
8,400,000円 8,400,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定によ
る。事業の運営に必要な専門職員を配置し、円滑に実
施する能力を有するとともに、豊富な実績があり、地
域の特性を最も把握しているため。

14 高齢介護課

京都府木津川市木津川端19番地
社会福祉法人
木津川市社会福祉協議会
会長　福井　博敏

木津川市生きがい対応型デイ
サービス事業委託

役務委託 高齢者のデイサービス事業
平成28年4月1日

～
平成29年3月31日

15,360,000円 15,360,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定によ
る。事業の運営に必要な専門職員を配置し、円滑に実
施する能力を有するとともに、今日までの実績により
地域の特性を最も把握しているため。

15 高齢介護課

京都府木津川市加茂町里西鳥口
45番地2
株式会社　アクティブ
代表取締役　大山　英雄

木津川市二次予防事業通所型
介護予防事業委託

役務委託
木津東・西圏域における二次
予防事業対象者に対する介護
予防事業

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日

参加者10名以
上
一人3,500円
参加者10人未
満
1回35,000円
参加者5人未
満
1回20,000円
車両費
8,800円／回

7,564,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。事業実施業者については、法に定める事業者で地
域の実情に精通した実績のある事業者で実施すること
が重要であるため。

16 高齢介護課

京都府木津川市加茂町里西鳥口
45番地2
株式会社　アクティブ
代表取締役　大山　英雄

木津川市二次予防事業通所型
介護予防事業委託

役務委託
加茂圏域における二次予防事
業対象者に対する介護予防事
業

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日

参加者10名以
上
一人3,500円
参加者10人未
満
1回35,000円
参加者5人未
満
1回20,000円
車両費
8,800円／回

2,942,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。事業実施業者については、法に定める事業者で地
域の実情に精通した実績のある事業者で実施すること
が重要であるため。

17 高齢介護課

京都府木津川市山城町上狛天竺
堂1番地1
社会福祉法人 京都南山城会
理事長　三上　勝利

木津川市二次予防事業通所型
介護予防事業委託

役務委託
山城圏域における二次予防事
業対象者に対する介護予防事
業

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日

参加者10名以
上
一人3,500円
参加者10人未
満
1回35,000円
参加者5人未
満
1回20,000円
車両費
8,800円／回

5,884,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。事業実施業者については、法に定める事業者で地
域の実情に精通した実績のある事業者で実施すること
が重要であるため。

18 高齢介護課

京都府福知山市南本町210番地
18
株式会社　システムリサーチ
福知山支店
支店長　松本　幸広

地域包括支援センターシステ
ム導入

役務委託

地域包括支援センターの委託
に伴うシステム導入費（ソフ
トウェア、ハードウェア、導
入費等）

平成  年 月 日
～

平成28年5月31日
2,700,000円 3,078,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。すでに導入している地域包括支援センターシステ
ムを増設等するものであり、当該システムの事業者に
発注することが最適であるため。



契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

別記様式第６号（第３条関係）

平成２８年度　　随意契約結果＜健康福祉部＞
（平成２８年１１月３０日現在）

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格

19 高齢介護課

大阪府泉南郡熊取町小谷北1丁
目18番32号
株式会社　ルピナス
代表取締役　田中　仁

木津川市一般高齢者運動器機
能向上事業委託

役務委託
木津東圏域における一般高齢
者運動器機能向上事業に係る
業務委託

平成28年8月5日
～

平成29年3月31日

基本割
31,000円
参加者割
1,240円

1,488,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。事業実施業者については、法に定める事業者で地
域の実情に精通した実績のある事業者で実施すること
が重要であるため。

20 高齢介護課

奈良県奈良市法華寺町1416番1
有限会社　コクセイ
代表者　奥野　道子

木津川市一般高齢者運動器機
能向上事業委託

役務委託
木津西圏域における一般高齢
者運動器機能向上事業に係る
業務委託

平成28年8月5日
～

平成29年3月31日

基本割
31,000円
参加者割
1,240円

1,488,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。事業実施業者については、法に定める事業者で地
域の実情に精通した実績のある事業者で実施すること
が重要であるため。

21 高齢介護課

京都府木津川市加茂町里西鳥口
45番地2
株式会社　アクティブ
代表取締役　大山　英雄

木津川市一般高齢者運動器機
能向上事業委託

役務委託
加茂圏域における一般高齢者
運動器機能向上事業に係る業
務委託

平成28年8月5日
～

平成29年3月31日

基本割
31,000円
参加者割
1,240円

1,488,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。事業実施業者については、法に定める事業者で地
域の実情に精通した実績のある事業者で実施すること
が重要であるため。

22 高齢介護課

京都府木津川市山城町上狛天竺
堂1番地1
社会福祉法人　京都南山城会
理事長　三上　勝利

木津川市一般高齢者運動器機
能向上事業委託

役務委託
山城圏域における一般高齢者
運動器機能向上事業に係る業
務委託

平成28年8月5日
～

平成29年3月31日

基本割
31,000円
参加者割
1,240円

1,488,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。事業実施業者については、法に定める事業者で地
域の実情に精通した実績のある事業者で実施すること
が重要であるため。

23 高齢介護課

京都府亀岡市曽我部町南条大谷
1番地１
京都学園大学吉中研究室内
特定非営利活動法人
元気アップＡＧＥプロジェクト

木津川市地域型介護予防業務
委託

役務委託

介護保険法制度改正に伴い、
介護予防・日常生活支援総合
事業の中で介護予防の担い手
となる介護予防サポーターを
養成し、地域住民運営の「通
いの場」に派遣し、参加者や
「通いの場」が継続的に拡大
していくような地域づくりの
推進を図る。

平成28年4月22日
～

平成29年3月31日
770,800円 770,800円

京都府が推奨する介護予防総合プログラムを実施し、
京都府内で実績がある団体であり、見積りを徴取

24 高齢介護課
京都府相楽郡精華町大字乾谷小
字金堀3番地2
一般社団法人　相楽医師会

在宅医療連携拠点事業 役務委託 在宅医療連携拠点事業
平成28年4月1日

～
平成29年3月31日

500,000円 500,000円

京都府新・地域包括ケア総合交付金交付要綱に規定す
る市町村が取り組む在宅医療に関する他職種連携に資
する事業について、業務を委託するもの。地域の医療
機関等との連携を行う事業であることから、相楽医師
会と契約する。

25 高齢介護課

京都府木津川市木津川端19番地
社会福祉法人
木津川市社会福祉協議会
会長　福井　博敏

木津川市在宅高齢者等配食
サービス事業委託

役務委託
高齢者世帯への配食弁当の調
理及び配達業務

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
4,200,000円 4,200,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。
社会福祉協議会の配食ボランティア及び社協地域委員
の協力により行っており、地域の実態を熟知してお
り、豊富な実績を有する事業者を選定することが最適
であるため。



契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

別記様式第６号（第３条関係）

平成２８年度　　随意契約結果＜健康福祉部＞
（平成２８年１１月３０日現在）

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格

26 高齢介護課

京都府木津川市木津川端19番地
社会福祉法人
木津川市社会福祉協議会
会長　福井　博敏

木津老人福祉センター管理業
務委託

役務委託
木津老人福祉センターの施設
管理業務の委託

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
7,000,000円 7,000,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。
平成27年度から平成29年度までの間、指定管理事業者
を定め施設管理業務を行っているため。

27 高齢介護課

京都府木津川市山城町北河原内
畑7番地
京阪奈電気工事株式会社
代表取締役　久米　明剛

山城老人福祉センター空調機
修繕工事

工事請負費
山城老人福祉センターの空調
機修繕工事

平成28年6月28日
～

平成28年7月15日
1,296,000円 1,340,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。
電気工事における木津川市建設工事競争入札参加有資
格者で、市内に主たる営業拠点を有し、かつ、山城老
人福祉センターの建物構造を熟知した山城町域の業者
より選定するため。

28 高齢介護課

京都府木津川市州見台4丁目1番
地26
特定非営利活動法人　京都南部
木津雇用促進協議会
理事長　山田　輝彦

木津老人憩の家管理業務委託 役務委託
木津老人憩の家の施設管理業
務の委託

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
2,049,583円 2,050,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。事業実施業者については、地域の実情に精通し、
当施設の管理業務に実績を持ち、良質な住民対応の確
保が望まれるため。

29 高齢介護課

大阪市北区西天満3丁目8番20号
協愛株式会社
代表取締役社長　谷垣　岩身

木津川市敬老会演芸等業務委
託

役務委託
敬老会開催時の演芸事業の委
託業務

平成28年9月17日
～

平成28年10月8日
1,836,000円 2,000,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。
演芸等の企画内容が重要なため、業者からの企画提案
方式による契約とするため。

30 高齢介護課

京都府京田辺市普賢寺中島3番
地34
株式会社　ウイング
所長　　津田　秀夫

敬老会送迎バス運行借上げ業
務

役務委託

敬老会の開催にあたり、高齢
者を会場まで送迎するための
バス運行業務を委託するも
の。

平成28年9月17日
～

平成28年10月8日

単価契約
小型
9/17 63,720
円
9/18 64,800
円
10/8 46,440
円
大型
9/18 87,480
円
10/8 83,160
円

2,175,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。
敬老会に参加する高齢者の安全確保のため、市内のバ
ス運行業務・貸切バス等に精通し、円滑な業務の遂行
を図るため、登録業者の中で見積徴取行い、予定価格
の範囲内で最も安価な者と契約した。

31 高齢介護課

京都府木津川市木津宮ノ内65番
地3
(株)Alucoサラダ館木津店
代表取締役　大倉　竹次

敬老会お祝い品(数え90歳) 役務委託

平成28年度敬老会の開催にあ
たり、数え90歳の対象者に対
し、お祝い品として三段ダン
スを自宅に送付するもの。

平成28年9月15日
～

平成28年9月21日

単価契約
2,916円

1,111,800円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。
老人週間において宅配による配達を要し、短期間でよ
り確実性が求められるため、地域を熟知し高齢者世帯
に精通している業者が望ましいため、市内の登録業者
で見積徴取行い、予定価格の範囲内で最も安価な者と
契約した。



契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由
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32 高齢介護課

京都府木津川市山城町平尾西方
儀4番地
トータル・オフィス・サポート
東川
代表　東川　公三

敬老会お祝い品(数え88歳) 役務委託

平成28年度敬老会の開催にあ
たり、数え88歳の対象者に対
し、お祝い品として引出し回
転ラックを自宅に送付するも
の。

平成28年9月15日
～

平成28年9月21日

単価契約
3,294円

648,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。
老人週間において宅配による配達を要し、短期間でよ
り確実性が求められるため、地域を熟知し高齢者世帯
に精通している業者が望ましいため、市内の登録業者
で見積徴取行い、予定価格の範囲内で最も安価な者と
契約した。

33 高齢介護課

京都府木津川市山城町平尾西方
儀4番地
トータル・オフィス・サポート
東川
代表　東川　公三

敬老会お祝い品(数え80歳) 役務委託

平成28年度敬老会の開催にあ
たり、数え80歳の対象者に対
し、お祝い品としてペンＢＯ
Ｘを自宅に送付するもの。

平成28年9月15日
～

平成28年9月21日

単価契約
2,376円

1,814,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。
老人週間において宅配による配達を要し、短期間でよ
り確実性が求められるため、地域を熟知し高齢者世帯
に精通している業者が望ましいため、市内の登録業者
で見積徴取行い、予定価格の範囲内で最も安価な者と
契約した。

34 高齢介護課

京都府木津川市加茂町兎並船屋
35番地
株式会社　杉本呉服店
代表取締役　杉本　清重

敬老会お祝い品(数え88歳) 役務委託

平成28年度敬老会の開催にあ
たり、数え88歳の対象者に対
し、お祝い品として座布団を
自宅に送付するもの。

平成28年9月15日
～

平成28年9月21日

単価契約
4,082.4円

833,300円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。
老人週間において宅配による配達を要し、短期間でよ
り確実性が求められるため、地域を熟知し高齢者世帯
に精通している業者が望ましいため、市内の登録業者
で見積徴取行い、予定価格の範囲内で最も安価な者と
契約した。

35 高齢介護課
京都府木津川市木津八色39番地
御菓子司　岸　長盛堂
植田　耕爾

敬老会お祝い品(お赤飯) 役務委託

平成28年度敬老会の開催にあ
たり、会場出席者に敬老のお
祝い品としてお赤飯をお贈り
するもの。

平成28年9月17日
～

平成28年10月8日

単価契約
259.2円

806,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。
本品は生ものであり、製造から納品まで短期間を要す
るため、製造可能な市内の登録業者で見積徴取行い、
予定価格の範囲内で最も安価な者と契約した。

36 高齢介護課

奈良県大和高田市築山北の町
707
マルキン株式会社
代表取締役　中山　勉

木津川市敬老会木津及び山城
会場設営等委託業務

役務委託

平成28年度敬老会の実施に係
る中央体育館及びアスピアや
ましろの会場設営に係る業務
委託

平成28年9月16日
～

平成28年9月17日

平成28年10月6日
～

平成28年10月8日

864,000円 951,800円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。
本事業を円滑に行うには、中央体育館等の会場設営に
関し複雑なシートを張る業務に精通した業者が実施す
ることが求められ、同種の業務に実績を有しているた
め。

37 高齢介護課
市町村基幹業務支援システム開
発共同企業体
京都府自治体情報化推進協議会

平成27年度介護保険制度改正
に伴う市町村基幹業務支援シ
ステム（介護保険システム）
改修業務（平成27年度対応
分）

役務委託

平成27年度介護保険制度改正
に伴う市町村基幹業務支援シ
ステム（介護保険システム）
改修業務（平成27年度対応
分）

平成27年6月5日
～

平成28年7月31日
2,498,040円 2,498,040円

地方自治法施行令第167条の２第1項第2号の規定によ
る。
システム改修について、京都府の共同事業として実施
するにあたり、システム開発業者と契約した。

38 高齢介護課

東京都文京区本駒込2丁目29番
22号
株式会社東京法規出版
代表取締役　菅　国典

木津川市介護保険パンフレッ
ト購入

物品購入
木津川市介護保険パンフレッ
トの購入

平成28年5月25日 1,339,200円 1,506,600円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。
平成27年度介護保険法改正点について熟知し、前年度
までの制度との違いが的確に記載されわかりやすい。
また、木津川市内医療機関や巻末の介護サービス事業
所一覧の情報により、市内関係機関の情報を広く提供
することが可能なため。



契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び
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39 高齢介護課

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
所長　中村　光明

第８次木津川市高齢者福祉計
画・第７期木津川市介護保険
事業計画策定業務

役務委託
第８次木津川市高齢者福祉計
画・第７期木津川市介護保険
事業計画策定に係る業務委託

平成28年12月1日
～

平成30年3月31日
2,268,000円 3,068,000円

公募型プロポーザルにより事業者評価を行い、優先交
渉権者として選定した業者と地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号の規定により契約。

40 こども宝課

奈良県奈良市大宮町１丁目１番
２５号
奈良交通株式会社
取締役社長　谷口　宗男

木津川市内保育園送迎バス輸
送業務

役務委託
保育園行事用バス運行業務委
託

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
7,697千円 7,697千円

①地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定によ
り契約。
②新運賃制度（近畿運輸局公示）の下限額区分で契約
できる業者とした。

41 こども宝課
木津川市木津川原田23-10
ヤマダ電気工業所
代表者山田守

相楽保育園高圧受電設備改修
工事

工事 受電設備改修工事
平成28年10月19日

～
平成28年11月30日

1,500,000円 1,645,000円
地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により
契約

42 こども宝課
木津川市木津駅前一丁目22
株式会社みつはし
代表取締役　光橋通信

児童福祉施設用蛍光管カバー
フィルム
モスクリーンカール

備品購入
非構造部材耐震化に係る備品
の購入

平成28年10月19日
～

平成28年12月16日
1,673,546円 2,084,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により
契約

43 健康推進課

京都市上京区千本通元誓願寺上
る南辻町３６９番地の３
株式会社ケーケーシー情報シス
テム
代表取締役社長　松下　直弘

がん検診クーポン発行対応作
業委託業務

役務
子宮がん・乳がん検診対象者
に無料受診クーポン送付等

平成28年8月8日
～

平成29年9月13日
2,222,629円 2,611,000円

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ
る。
②がん検診無料受診クーポン券を作成する際、個人情
報を印字して対象者宛てに送るため、データー管理の
必要上基幹系システム保守業者に委託する。

44 健康推進課

京都市中京区西ノ京左馬寮町28
番地
一般財団法人京都予防医学セン
ター
会長　森　洋一

がん検診等に関する委託 役務委託
胃がん検診、大腸がん検診、
前立腺がん検診、結核検診、
肝炎ウィルス検診

平成28年4月14日
～

平成29年3月31日
単価契約 55,135,434円

地方自治法施行令第167条の2第1項第２号の規定によ
る。
各種がん検診をまとめて実施できる業者が他にないた
め。

45 健康推進課
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
会長　森　洋一　他3社

妊婦健診審査業務委託 役務委託
母子保健法第13条に基づく妊
婦健診審査業務

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
単価契約 54,864,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第２号の規定によ
る。
当該健康診査を統一的基準で実施するため、医師会と
契約を行った。
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46 健康推進課
木津川市木津駅前一丁目27番地
国民健康保険山城病院組合
管理者　河井　規子　他3社

乳がん検診業務委託 役務委託
乳がん検診の問診、視触診、
マンモグラフィー撮影、読
影、結果判定

平成28年4月1日
～

平成29年2月28日
単価契約 13,690,132円

地方自治法施行令第167条の2第1項第２号の規定によ
る。
当該業務は、限られた医療機関でしか実施できないた
め。

47 健康推進課

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
会長　森　洋一
京都府相楽郡精華町大字乾谷小
字金堀3－2
一般社団法人　相楽医師会
会長　小澤　勝

予防接種業務 役務委託
個別医療機関での定期予防接
種業務

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
単価契約 98,691,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第２号の規定によ
る。
当該業務は、医療機関でしか実施できないため、地区
医師会と契約。

48 健康推進課

京都市伏見区中島北ノ口町25
アルフレッサ株式会社京都南支
店
支店長　本郷　明彦　　他4

予防接種ワクチン納入業務 役務委託
個別医療機関での定期予防接
種業務

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
単価契約 97,659,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第２号の規定によ
る。
予防接種ワクチンの安定的な供給と複数社のワクチン
の予用により副反応時のリスクを少なくするために1社
に絞らずに市内医院の利用する5社と契約する。

49 健康推進課
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
会長　森　洋一

肺がん・子宮がん検診業務委
託

役務委託
エックス線フィルム読影痰細
胞診検査。子宮がん検診、子
宮体がん検診。

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日
単価契約 43,925,216円

地方自治法施行令第167条の2第1項第３号の規定によ
る。
当該業務は、医療機関でしか実施できないため。

50 健康推進課

京都府相楽郡精華町大字乾谷小
字金堀3－2
一般社団法人　相楽医師会
会長　小澤　勝

乳幼児健診事業 役務委託 検診会場での診察業務
平成28年4月1日

～
平成29年3月31日

単価契約 4,416,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第３号の規定によ
る。
当該業務は、医師しか実施できないため、地区医師会
と契約。

51 健康推進課

京都市上京区千本通元誓願寺上
る南辻町３６９番地の３
株式会社ケーケーシー情報シス
テム
代表取締役社長　松下　直弘

がん検診事業印刷製本・封
入・封かん委託業務

役務委託
がん検診事業実施に係る案
内・ハガキの印刷製本・封入
封かん業務の委託

平成28年11月30日
～

平成29年1月31日
1,361,880円 1,381,212円

地方自治法施行令第167条の2第1項第３号の規定によ
る。
市の基幹系システム担当をしている業者であり、業務
に係るデータ管理が必要であることから。


