
1 

 

仕  様  書  

 

１ 件名    

高額介護合算療養費支給決定通知書等の印刷に係る業務委託 

 

２ 委託期間    

契約締結日から令和４年３月３１日まで 

 

３ 納期    

委託期間内において本広域連合が指定する日 

 

４ 委託業務内容 

 (1)  本広域連合が作成した帳票のデータ（原則としてＰＤＦ形式）をＡ４紙に印刷し、保

険者番号別に仕分けし、市町村等に搬入する。 

【詳細】 

ア 提 供 媒 体…原則としてＣＤ-Ｒ 

イ 紙   質…上質紙７０ｋｇ（後述５(1)(3)） 

上質紙５５ｋｇ（後述５(2)(4)(5)） 

ウ 使 用 色 数…黒１色刷り 

(2) 委託者が指定する場所（別紙納品先一覧表）に納品する。ただし、納品場所の変更の

指示があった場合は指示に従うこと。 

 

５ 帳票別予定数量 

(1) 高額介護合算療養費等支給決定通知書（６月、７月）※   

約２０，０００枚／年 

(2) 高額介護合算療養費等支出処理一覧表（６月、７月）    

  約１，４００枚／年 

(3) 高額介護合算療養費勧奨通知書（３月）※           約２９，７００枚／年 

(4) 高額介護合算療養費支給申請書（３月）            約３５，６００枚／年 

(5) 高額介護合算療養費支給申請のしかた（３月）         約２１，６００枚／年 

 

※ 桁あふれ・未登録外字分及び当該リストを含む。 

    

６ 委託条件 

(1) 受託者は、本契約業務の実施に当たって、関係法令等を十分に遵守すること。 

(2) 受託者は、本契約の履行により知り得た委託業務の内容を一切第三者に漏らしてはな

らない。 

(3) 業務中のトラブル発生に際しては、事業所内のバックアップ体制が整っており、迅速
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な対応ができること。 

 

７ 委託責任者 

京都府後期高齢者医療広域連合 業務課長 

 

８ 監督者 

京都府後期高齢者医療広域連合 業務課担当職員 

 

９ 作成物の帰属   

委託業務の履行に伴い発生する帳票等の所有権は、全て京都府後期高齢者医療広域連合に

帰属する。 

 

１０ 注意事項   

(1) 製品作成について特許等がある場合は、受託者がその責任を負うこと。 

(2) その他本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上疑義が生じた事項については、その

都度委託責任者と協議のうえ処理する。 

(3) 委託数量については、予算の範囲内で変動することがあるが、その場合の単価の見直

しは行わない。 

(4) 市町村等へ搬入したときは受領証を受け取り、本広域連合に提出すること。ただし、

配送業者を利用して納品する場合は個人情報扱いのものを利用し、配送業者が受け付け

たことが分かる受領証等を本広域連合に提出すること。 

 

 



市区町村コード 都道府県名 市町村名 問合せ先住所 問合せ先市町村名 部署名 郵便番号 電話番号
101 京都府　                                              京都市北区　　　　　　　                                      紫野東御所田町３３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市北区　　　　　　　　　　　　　　　                              保健福祉センター　保険年金課　保険給付・年金担当                          6038511                       075-432-1273
102 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市上京区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今出川通室町西入堀出シ町２８５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市上京区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉センター　保険年金課　保険給付・年金担当                          6028511                       075-441-5138
103 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市左京区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松ケ崎堂ノ上町７番地の２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市左京区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉センター　保険年金課　保険給付・年金担当                          6068511                       075-702-1170
104 京都府　                                              京都市中京区　　　　　　                                      西堀川通御池下る西三坊堀川町５２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市中京区　　　　　　　　　　　　　　                              保健福祉センター　保険年金課　保険給付・年金担当                          6048588                       075-812-2585
105 京都府　                                              京都市東山区　　　　　　                                      清水五丁目１３０番地の６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市東山区　　　　　　　　　　　　　　                              保健福祉センター　保険年金課　保険給付・年金担当                          6058511                       075-561-9199
106 京都府　                                              京都市下京区　　　　　　                                      西洞院通塩小路上る東塩小路町６０８－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市下京区　　　　　　　　　　　　　　                              保健福祉センター　保険年金課　保険給付・年金担当                          6008588                       075-371-7254
107 京都府　                                              京都市南区　　　　　　　                                      西九条南田町１－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市南区　　　　　　　　　　　　　　　                              保健福祉センター　保険年金課　保険給付・年金担当                          6018511                       075-681-3357
108 京都府　                                              京都市右京区　　　　　　                                      太秦下刑部町１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市右京区　　　　　　　　　　　　　　                              保健福祉センター　保険年金課　保険給付・年金担当                          6168511                       075-861-2064
109 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市伏見区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷹匠町３９番地の２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市伏見区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉センター　保険年金課　保険給付・年金担当                          6128511                       075-611-1875
110 京都府　                                              京都市山科区　　　　　　                                      椥辻池尻町１４－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市山科区　　　　　　　　　　　　　　                              保健福祉センター　保険年金課　保険給付・年金担当                          6078511                       075-592-3109
111 京都府　                                              京都市西京区　　　　　　                                      上桂森下町２５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市西京区　　　　　　　　　　　　　　                              保健福祉センター　保険年金課　保険給付・年金担当                          6158522                       075-381-7409
112 京都府　                                              京都市伏見区　　　　　　                                      深草向畑町９３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市伏見区　深草支所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉センター　保険年金課　保険給付・年金担当                          6120861                       075-642-3826
113 京都府　                                              京都市伏見区　　　　　　                                      醍醐大構町２８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市伏見区　醍醐支所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉センター　保険年金課　保険給付・年金担当                          6011366                       075-571-6529
114 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市西京区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大原野東境谷町二丁目１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市西京区　洛西支所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉センター　保険年金課　保険給付・年金担当                          6101198                       075-332-9298
115 京都府　                                              京都市右京区　　　　　　                                      京北周山町上寺田１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市右京区　京北出張所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉第一担当                                          6010292                       075-852-1815
201 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福知山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　字内記１３－１　　　　　　（内記３丁目）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福知山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民総務部　保険年金課　高齢者医療係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  6208501                       0773-24-7018
202 京都府　                                              舞鶴市　　　　　　　　　                                      字北吸１０４４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舞鶴市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保険医療課　後期高齢・福祉医療係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6258555                       0773-66-1075
203 京都府　                                              綾部市　　　　　　　　　                                      若竹町８番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　綾部市　　　　　　　　　　　　　　　　　                              市民・国保課　国保・高齢者医療担当　　　　　　　　　　　　　　　                      6238501                       0773-42-3280
204 京都府　                                              宇治市　　　　　　　　　                                      宇治琵琶３３番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇治市　　　　　　　　　　　　　　　　　                              年金医療課　後期高齢者医療係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      6118501                       0774-22-3141
205 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮津市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　字柳縄手３４５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮津市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税務・国保課　国保年金係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6268501                       0772-45-1616
206 京都府　                                              亀岡市　　　　　　　　　                                      安町野々神８番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀岡市　　　　　　　　　　　　　　　　　                              保険医療課　高齢者医療係　　　　　　　　　　　　　　　　                      6218501                       0771-25-5026
207 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城陽市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺田東ノ口１６番地、１７番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城陽市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保医療課　医療係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6100195                       0774-56-4039
208 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　向日市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺戸町小佃５番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　向日市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療保険課　福祉医療係　後期高齢者医療担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6178772 075-931-1111
209 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長岡京市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開田一丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長岡京市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療年金課　医療係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6178501                       075-951-2121
210 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八幡市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八幡園内７５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八幡市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保医療課　医療係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6148501                       075-983-2976
211 京都府　                                              京田辺市　　　　　　　　                                      田辺８０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京田辺市　　　　　　　　　　　　　　　　                              国保医療課　医療係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      6100393                       0774-64-1374
212 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京丹後市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峰山町杉谷８８９番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京丹後市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民環境部　保険事業課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6278567 0772-69-0220
213 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南丹市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園部町小桜町４７番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南丹市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民課　保険年金係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6228651                       0771-68-0011
214 京都府　                                              木津川市　　　　　　　　                                      木津南垣外１１０－９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木津川市　　　　　　　　　　　　　　　　                              国保年金課　医療係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      6190286                       0774-75-1214
303 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙訓郡大山崎町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　字円明寺小字夏目３番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大山崎町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康課　保険医療係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6188501                       075-956-2101
322 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久世郡久御山町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田ミスノ３８番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久御山町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保健康課　国保医療係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6138585                       075-631-9913
343 京都府　                                              綴喜郡井手町　　　　　　                                      大字井手小字南玉水６７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井手町　　　　　　　　　　　　　　　　　                              保健医療課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      6100302                       0774-82-6166
344 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　綴喜郡宇治田原町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大字立川小字坂口１８番地の１ 宇治田原町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康対策課 6100289                       0774-88-6610
364 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相楽郡笠置町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大字笠置小字西通９０番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠置町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉課　後期高齢者医療係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6191303                       0743-95-2301
365 京都府　                                              相楽郡和束町　　　　　　                                      釜塚生水１４－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和束町　　　　　　　　　　　　　　　　　                              税住民課　保険年金係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    6191295                       0774-78-3005
366 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相楽郡精華町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大字南稲八妻小字北尻７０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精華町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保医療課　医療係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6190285                       0774-95-1929
367 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相楽郡南山城村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北大河原久保１４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南山城村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健医療課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6191411                       0743-93-0104
407 京都府　                                              船井郡京丹波町　　　　　                                      蒲生八ツ谷６２番地６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京丹波町　　　　　　　　　　　　　　　　                              住民課　保険年金係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    6220292                       0771-82-3803
463 京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与謝郡伊根町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　字日出６５１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊根町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住民生活課　医療係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6260493                       0772-32-0503 
465 京都府　                                              与謝郡与謝野町　　　　　                                      字加悦４３３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与謝野町　　　　　　　　　　　　　　　　                              加悦庁舎　保健課　福祉医療係　　　　　　　　　　　　　　　　                    6292498                       0772-43-9022


