
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

木津川市州見台四丁目１番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

共同浴場いずみ湯運営管理等
業務委託

役務
共同浴場いずみ湯の運営管理
全般

平成30年4月1日
～

平成31年3月31日
6,271,797 6,271,797

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
による随意契約。
地元ＮＰＯ法人であり、当浴場の運営管理業務に実績
があり、施設に精通した経験豊富な業務従事者がお
り、恒常的な安全性の確保及び緊急時における迅速な
対応等が可能で、良質な業務対応も確保され、衛生面
での管理も行える点を考慮して契約した。

2 社会福祉課

木津川市加茂町北広25-9
特定非営利活動法人
小谷元気ネット協議会
理事会　片岡 未義

共同浴場やすらぎの湯運営管
理等業務委託

役務
共同浴場やすらぎの湯の運営
管理全般

平成30年4月1日
～

平成31年3月31日
6,514,430 6,514,430

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
による随意契約。
地元ＮＰＯ法人であり、当浴場の運営管理業務に実績
があり、施設に精通した経験豊富な業務従事者がお
り、恒常的な安全性の確保及び緊急時における迅速な
対応等が可能で、良質な業務対応も確保され、衛生面
での管理も行える点を考慮して契約した。

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30年4月1日
～

平成31年3月31日
14,816,325 14,816,325

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。

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30年4月1日
～

平成31年3月31日
8,331,334 8,331,334

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30年4月1日
～

平成31年3月31日
6,664,147 6,664,147

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

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30年4月1日
～

平成31年3月31日
668,736 668,736

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。

7 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30年4月1日
～

平成31年3月31日
648,000 648,000

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３０年度　　随意契約結果＜健康福祉部＞
（平成３１年２月２８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３０年度　　随意契約結果＜健康福祉部＞
（平成３１年２月２８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

8 社会福祉課
名古屋市中区松原二丁目２番３
３号　株式会社　名豊

第１次木津川市自殺対策計画
策定実態調査等業務委託

役務委託
自殺対策計画策定実態調査等
業務委託

平成30年6月20日
～

平成31年3月31日
2,261,520 3,000,000

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、業者選定については、契約の
性質又は目的が競争入札に適さないために指名型プロ
ポーザルにより契約を行った。

9 社会福祉課
奈良市西九条町二丁目１２番１
株式会社　奈良ツルカメ

共同浴場いずみ湯ボイラー内
釜取替修繕業務

修繕工事
共同浴場いずみ湯ボイラー内
釜取替修繕業務

平成30年9月3日
～

平成31年2月28日
3,315,600 3,315,600

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
による随意契約。
当浴場の釜の製作業者であり、毎月の機械設備点検委
託業者であり、施設に精通していることや、恒常的な
安全性の確保及び緊急時における迅速な対応等が可能
で、良質な業務対応も確保され、衛生面での管理も行
える点を考慮して契約した。

10
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３０年４月１日
～

平成３１年３月３１日
1,290,600 1,290,600

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

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

11
くらしサポー

ト課

京都府城陽市長池五社ヶ谷１４
番地１
社会福祉法人　南山城学園
理事長　磯　彰格

生活困窮者等就労準備支援事
業運営業務(山城地域)

業務委託

業務内容
・相談・カウンセリング及び
支援対象者ごとの就労準備支
援プログラムの作成
・生活習慣の形成又は改善の
ための指導・訓練
・就労意欲の喚起及び就労の
前段階として必要な社会的能
力の習得
・事業所等での就労体験受入
先の確保及び就労体験の実施
並びに一般雇用への就職活動
に向けた技法・知識の習得等
の支援
相談支援機関、ハローワーク
等関係機関との連携、地域の
関係団体等とのネットワーク
の構築等に関すること

平成３０年４月１日
～

平成３１年３月３１日
1,096,375 1,096,375

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

当該事業は京都府、城陽市、八幡市、木津川市の共同
実施事業であり、京都府を事務局とした公募型プロ
ポーサルにより決定した事業者であるため

12 こども宝課
京都府八幡市男山金振１４－１
社会福祉法人　若竹福祉会
理事長　徳永　三郎

木津川市子育て支援センター
事業業務委託

役務委託
木津川市子育て支援センター
事業実施要綱に基づく事業

平成30年4月1日
～

平成31年3月31日
8,364,000 8,364,000

地方自治法施工令第167条の2台1項第2号の規定により
契約



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３０年度　　随意契約結果＜健康福祉部＞
（平成３１年２月２８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 こども宝課
社会福祉法人　木津川市社会福
祉協議会

木津川市ファミリー・サポー
ト・センター事業委託業務

役務委託
木津川市ファミリー･サポー
ト・センター事業実施要綱に
基づく事業

平成30年4月1日
～

平成31年3月31日
2,850,000 2,850,000

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

14 こども宝課 NPO法人　げんきっ子
木津川市つどいのひろば事業
委託業務

役務委託
木津川市つどいのひろば実施
要綱に基づく事業

平成30年4月1日
～

平成31年3月31日
4,522,000 4,522,000

地方自治法施工令第167条の2台1項第2号の規定により
契約

15 こども宝課 NPO法人　フレーフレークラブ
木津川市つどいのひろば事業
委託業務

役務委託
木津川市つどいのひろば実施
要綱に基づく事業

平成30年4月1日
～

平成31年3月31日
4,429,432 4,429,432

地方自治法施工令第167条の2台1項第2号の規定により
契約

16 こども宝課 ㈱ぎょうせい
第２次木津川市子ども・子育
て支援事業計画策定支援業務

役務委託

子ども・子育て支援法に基づ
く「第２次木津川市子ども・
子育て支援事業計画」の策定
支援業務

平成30年6月29日
～

平成32年3月31日

5,400,000円

H30 2,419,200円
H31 2,980,800円

7,000,000円

H30 3,035,000円
H31 3,965,000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、多様な視点からの提案に基づ
き業者選定することにより、質の高い計画を策定する
目的からプロポーザルの方法を採用した。。

17 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
理事長　横山　慶一

木津川市地域介護予防活動支援
事業業務委託

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30年4月1日
～

平成31年3月31日
770,800 770,800

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

18 高齢介護課

京都府木津川市木津神田２番地１
公益社団法人　木津川市シルバー
人材センター

理事長　田村　誠造

木津川市ふれあい支援事業（基
準緩和型訪問サービスA）

役務委託
木津川市ふれあい支援事業（基
準緩和型訪問サービスA）

平成30年4月1日
～

平成31年3月31日

1回当たり
1,530円（1
割負担者）
1回当たり
1,360円（2
割負担者）

1,468,800

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第41条に規定
するシルバー人材センターで、市内に所在する団体で
あることと、元気な高齢者を担い手とするサービスで
あることから選定。

19 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30年4月1日
～

平成31年3月31日
2,332,088 2,333,000

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。



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３０年度　　随意契約結果＜健康福祉部＞
（平成３１年２月２８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

20 高齢介護課

大阪市浪速区元町1丁目111番10-
803
（有）ナニワプロモーション
代表取締役　田村　慎吾

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30年9月8日、
平成30年9月15日

1,080,000 1,080,000

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。

21 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30年5月15日 1,728,000 1,807,920

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。
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。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。また、前年度成果物に変更点
を加筆、修正し作成することで製作期間が短縮でき安
価で仕上がるため。

22 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30年9月 8日
平成30年9月15日

単価契約
小型（半日）
9/ 8 46,440円
9/15 44,280円
小型（終日）
9/ 8 64,800円
9/15 63,720円
中型（半日）
9/15 54,000円
中型（終日）
9/ 8 74,520円
9/15 73,440円
大型（半日）
9/15 87,480円

2,311,000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。

23 高齢介護課
木津川市相楽城下100番地14
大福屋　なかむら
代表　中村　修治

敬老会お祝い品(お赤飯)
①加茂・午前
②山城・午前

役務委託

平成30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。

①平成30年9月 8日
②平成30年9月15日

単価契約
①307.8円
②307.8円

①129,000円
②240,000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を行
い、予定価格範囲内の開催日時別で最も安価な者と契
約した。

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

敬老会お祝い品(お赤飯)
①加茂・午後
②木津・午後

役務委託

平成30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。

①平成30年9月 8日
②平成30年9月15日

単価契約
①321.8円
②324.0円

①129,000円
②240,000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を行
い、予定価格範囲内の開催日時別で最も安価な者と契
約した。

25 高齢介護課

京都市中京区二条通烏丸東入仁王
門町5番地
株式会社　京信システムサービス
代表取締役社長　松井　哲二

介護認定審査支援システム更新
業務

役務委託
市役所で利用しているシステム
の更新等（保守）

平成30年4月1日
～

平成31年3月31日
1,705,536円 1,710,000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、初期導入の構築を行っており
現状業務を熟知し、新環境へ安全且つ確実なデータ移
行及び安定した運用確保が可能でありハード機器につ
いての不具合の際も迅速な復旧を見込むことが可能で
あるため契約する。



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３０年度　　随意契約結果＜健康福祉部＞
（平成３１年２月２８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
東京都港区西新橋一丁目3番1号
日立キャピタル株式会社
執行役　安栄　香純

介護認定審査支援システム更新
業務

役務委託
市役所で利用しているシステム
の更新等（賃貸借）

平成30年4月1日
～

平成31年3月31日
2,332,800円 2,340,000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、初期導入の構築を行っており
現状業務を熟知し、新環境へ安全且つ確実なデータ移
行及び安定した運用確保が可能でありハード機器につ
いての不具合の際も迅速な復旧を見込むことが可能で
あるため契約する。

27 高齢介護課

京都市中京区二条通烏丸東入仁王
門町5番地
株式会社　京信システムサービス
代表取締役社長　松井　哲二

介護認定審査支援システム制度
改正委託業務

役務委託
市役所で利用しているシステム
の制度改正委託業務

平成30年3月23日
～

平成31年3月31日
2,095,200円 2,096,000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、初期導入の構築を行っており
現状業務を熟知し、新環境へ安全且つ確実なデータ移
行及び安定した運用確保が可能でありハード機器につ
いての不具合の際も迅速な復旧を見込むことが可能で
あるため契約する。

28 高齢介護課

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

第１層木津川市生活支援体制整
備事業

役務委託

地域の特性に応じた多様な生活
支援・介護予防サービスの利用
ができる支援体制の充実と強化
及び高齢者の社会参加の推進を
一体的に図る委託業務

平成30年4月1日
～

平成31年3月31日
522,262円 523,000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、本事業は地域福祉分野に精通
した地域の実態を熟知している専門職員を配置し、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。

29 高齢介護課

京都府木津川市兜台２丁目２番１
号Ｂ－４０７号
㈱福本設計　京都事務所
京都事務所長　長崎　高志

木津老人福祉センター玄関庇補
強等改修工事監理業務

業務委託
木津老人福祉センター玄関庇補
強等改修工事についての監理業
務。

平成30年7月27日
～

平成31年2月28日
2,324,160円 2,268,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第6号の規
定による。設計者である㈱福本設計京都事務所は、工
事場所及び設計内容を熟知しているため、工事監理業
務を有利な価格で発注することができ、見積額が設計
額を下回っていることから契約した。

30 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88歳) 役務委託

平成30年度敬老会の開催にあた
り、数え88歳の対象者に対し、
お祝い品として回転ラックを自
宅に送付するもの。

平成30年9月15日
～

平成30年9月21日

単価契約
3,456円

925,000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。

31 高齢介護課
木津川市加茂町兎並船屋３５番地
（株）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30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30年9月15日
～

平成30年9月21日

単価契約
4,314.6円

601,000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。



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３０年度　　随意契約結果＜健康福祉部＞
（平成３１年２月２８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

32 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30年4月13日
～

平成31年3月31日
単価契約 55332000

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。

33 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　松井　道宣　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30年4月1日
～

平成31年3月31日
単価契約 54,126,000

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。

34 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30年4月1日
～

平成31年2月28日
単価契約 15,003,000

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。

35 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　松井　道宣
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　藤村　聡

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30年4月1日
～

平成31年3月31日
単価契約 119,199,000

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。

36 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　大谷雅英　他4社

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30年4月1日
～

平成31年3月31日
単価契約 100,799,000

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
の利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。

37 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　松井　道宣

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30年4月1日
～

平成31年3月31日
単価契約 43,952,000

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。

38 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　藤村　聡

乳幼児健診事業 役務委託 検診会場での診察業務
平成30年4月1日

～
平成31年3月31日

単価契約 4,416,000

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、医師しか実施できないため、地区医師会
と契約。



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３０年度　　随意契約結果＜健康福祉部＞
（平成３１年２月２８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

39 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

健康管理システム保守業務 業務委託

健康管理システムのソフト
ウェア保守、運用保守、ハー
ドウェア障害対応等に係る業
務委託

平成30年4月1日
～

平成31年3月31日
3,583,440 3,583,440

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規
定。当該システムの開発・納入業者であるため。

40 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

がん検診申込はがきの運用変
更業務委託

業務委託

個別がん検診の実施時期及び
案内の時期を変更したため、
集団検診と一緒に記載し送付
していたハガキ形式の申込用
紙から無料クーポン券と同封
するためのＡ４版（受診券）
に変更する。これにともなう
電算システムの変更業務を委
託する。

平成30年4月2日
～

平成30年5月31日
1,166,400 1,166,400

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規
定。当該システムの開発・納入業者であるため。

41 健康推進課
京都府歯科医師会
山城支部　支部長　野木貞孝

歯周病検診に関する委託 業務委託
40.50.60.70歳の者に対する
個別歯周病検診の委託

平成30年7月2日
～

平成30年9月29日
単価契約 1,965,500

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規
定。
歯科医師でないと出来ない業務であるため。

42 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

骨密度測定に関する委託 役務委託
中学生以上の女性に対する骨
粗しょう症検診の委託

平成30年11月13日
～

平成31年3月31日
単価契約 648,000

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。当該業務を実施できる登録業者が他にないた
め。

43 健康推進課課

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

がん検診申込書作成作業 役務委託
がん検診事業実施に係る案
内・申込書・封筒の印刷及び
封入封かん業務の委託

平成30年10月31日
～

平成31年1月31日
1,577,556 1,577,556

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。
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。


