
加古川市業務委託等に係る契約に関する事項の公表（一般・指名競争入札）

主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日

職員課 自動給茶機等清掃業務委託 有限会社前田食品 2,860,000 令和4年4月1日

資産税課 航空写真撮影等業務委託 朝日航洋株式会社 神戸支店 13,200,000 令和4年4月15日

人権文化センター 人権文化センター自家用電気工作物保安管理業務委託 株式会社コベルコＥ＆Ｍサービス 613,800 令和4年4月1日

生活安全課 加古川市庁舎案内業務委託 株式会社マインズ 　19,091,701 令和4年4月1日

スポーツ・文化課 県立加古川河川敷マラソンコース管理業務委託 別府造園土木有限会社 4,774,000 令和4年4月1日

産業振興課 加古川市立勤労会館空調機器保守点検業務委託 カンノ空調株式会社 572,000 令和4年4月1日

産業振興課 公設地方卸売市場跡地活用調査業務委託
玉野総合コンサルタント株式会社
神戸事務所

5,599,000 令和4年4月1日

産業振興課 加古川市立勤労会館清掃業務委託 株式会社ＳＩＣ 1,953,600 令和4年4月1日

産業振興課 旧加古川市公設地方卸売市場内区画整理業務委託 株式会社松本工務店 2,178,000 令和4年4月1日

産業振興課 旧公設地方卸売市場石綿類含有分析調査業務委託 株式会社環境ソルテック 5,973,000 令和4年4月15日

環境保全課 大気汚染自動測定装置保守点検委託
グリーンブルー株式会社加古川営
業所

13,420,000 令和4年4月1日

環境保全課 浮遊粉じん及び降下ばいじん量等分析委託
エヌエス環境株式会社　西日本支
社

11,880,000 令和4年4月1日

環境保全課 微風向風速計気象計保守点検委託 三協電業株式会社 1,122,000 令和4年4月1日

環境保全課 海域水質測定委託 株式会社HER 3,080,000 令和4年4月1日

環境保全課 公衆便所清掃業務委託 株式会社三木美研舎 加古川支店 2,640,000 令和4年4月1日



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日

環境保全課 河川・地下水及び事業所排水水質分析委託 株式会社兵庫分析センター 別添のとおり 令和4年4月1日

環境保全課 有害大気汚染物質分析委託(優先取組物質)
公益財団法人ひょうご環境創造協
会

3,520,000 令和4年4月12日

環境保全課 河川水質・底質・土壌中ダイオキシン類分析委託
東京テクニカル・サービス株式会社
西日本支店

638,000 令和4年4月22日

環境保全課 悪臭物質分析委託 株式会社兵庫分析センター 531,300 令和4年4月25日

環境保全課 有害大気汚染物質測定業務委託（マンガン及びその化合物）
公益財団法人ひょうご環境創造協
会

1,738,000 令和4年4月26日

環境保全課 有害大気汚染物質分析委託（ダイオキシン類）
公益財団法人ひょうご環境創造協
会

990,000 令和4年4月26日

環境第１課 小動物収集及び運搬の業務委託 平田商店 5,940,000 令和4年4月1日

環境第１課 資源物早朝夜間持ち去りパトロール業務委託
しらさぎ警備株式会社 加古川営業
所

792,000 令和4年4月1日

環境第１課 不法投棄物回収業務委託
播磨環境管理センター 株式会社
加古川支店

別紙「契約単価」 令和4年4月1日

環境第１課 加古川市環境美化センター庁舎・構内清掃及び用務員業務 株式会社高松商会 13,107,600 令和4年4月1日

環境第２課 尾上処理工場整備工事監理等業務委託
株式会社日産技術コンサルタント
神戸事務所

37,400,000 令和4年4月1日

環境第２課 流域下水道へ流入するし尿分析業務委託 株式会社ＨＥＲ 854,040 令和4年4月1日

環境第２課 尾上処理工場庁舎清掃及び用務員業務委託 株式会社清光社 1,980,000 令和4年4月1日

環境施設課 機械警備業務委託 セコム株式会社　加古川支社 712,800 令和4年4月1日

環境施設課 消防設備点検業務委託 株式会社防災センター 739,200 令和4年4月1日

環境施設課 加古川市リサイクルセンター清掃・用務員業務委託 三光クリーン株式会社 14,176,800 令和4年4月1日



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日

環境施設課 最終処分場他水質等検査業務委託
公益財団法人ひょうご環境創造協
会

別紙「契約単価」 令和4年4月1日

環境施設課 自家用電気工作物保安管理業務委託 株式会社コベルコＥ＆Ｍサービス 831,600 令和4年4月1日

環境施設課 空調機保守点検業務委託 カンノ空調株式会社 1,240,800 令和4年4月1日

環境施設課 加古川市リサイクルセンター樹木管理業務委託 株式会社栄樹園 2,783,000 令和4年4月1日

高齢者・地域福祉課 加古川市福祉バス運行管理業務委託 神姫トラストホープ株式会社 22,695,750 令和4年4月1日

生活福祉課 生活保護診療報酬明細書点検委託業務委託 株式会社ニチイ学館 426,835 令和4年4月1日

介護保険課 介護保険料納付額決定通知書作成及び圧着業務委託
株式会社コーユービジネス　神戸
営業所

別紙「契約単価」 令和4年4月22日

市民健康課 令和4年度がん検診無料受診券等作成及び封入封緘業務委託 株式会社広済堂ネクスト 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

国民健康保険課 令和4年度健診受診票等封入封緘業務委託 共同印刷西日本株式会社 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

国民健康保険課 令和4年度診療報酬明細書審査点検等業務委託
株式会社ジャパンメディカルネット
ワーク

別紙「契約単価」 令和4年4月1日

国民健康保険課
令和4年度加古川市国民健康保険料納付通知書糊ブッキング及
び封入封緘等業務委託

レスター工業株式会社　神戸営業
所

別紙「契約単価」 令和4年4月28日

医療助成年金課 令和4年度医療費受給者証封入封緘業務委託
レスター工業株式会社　神戸営業
所

別紙「契約単価」 令和4年4月21日

幼児保育課 加古川市立川西こども園自家用電気工作物保安管理業務委託 株式会社コベルコＥ＆Ｍサービス 724,680 令和4年4月1日

幼児保育課 一般廃棄物処理業務委託 株式会社アルファ 　924,000 令和4年4月1日

幼児保育課 しかたこども園送迎バス運行管理業務委託 神姫トラストホープ株式会社 35,600,400 令和4年4月1日

幼児保育課
加古川市立東神吉こども園自家用電気工作物保安管理業務委
託

ITO電気設備管理事務所 605,880 令和4年4月1日



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日

幼児保育課 加古川市立野口保育園自家用電気工作物保安管理業務委託 株式会社コベルコＥ＆Ｍサービス 661,320 令和4年4月1日

営繕課 市庁舎石綿調査業務委託 株式会社環境ソルテック 1,210,000 令和4年4月28日

公園緑地課 加古川河川敷緑地草刈等業務委託（R4） 株式会社福谷建設 16,060,000 令和4年4月1日

公園緑地課 各公園草刈・樹木剪定等業務委託Ｃ（R4） 兵庫造園土木株式会社 27,940,000 令和4年4月1日

公園緑地課 各公園草刈・樹木剪定等業務委託Ｂ（R4） 歩信栄建設株式会社 19,800,000 令和4年4月1日

公園緑地課 各公園草刈・樹木剪定等業務委託Ｄ（R4） 前川造園土木株式会社 10,450,000 令和4年4月1日

公園緑地課 樹木病害虫防除業務委託Ａ（R4） 城山造園土木有限会社 別紙「契約単価」 令和4年4月25日

公園緑地課 各公園等維持管理業務委託（R4） 加古川環境整美協会 別添のとおり 令和4年4月1日

公園緑地課 樹木病害虫防除業務委託Ｃ（R4） 別府造園土木有限会社 別紙「契約単価」 令和4年4月25日

公園緑地課 加古川河川敷緑地災害時施設撤去等業務委託Ａ（R4） 京庭園カクリン有限会社 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

公園緑地課 加古川河川敷緑地災害時施設撤去等業務委託Ｃ（R4） 兵庫造園土木株式会社 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

公園緑地課 樹木病害虫防除業務委託Ｂ（R4） 京庭園カクリン有限会社 別紙「契約単価」 令和4年4月26日

公園緑地課 加古川市日光山墓園水道施設維持管理業務委託 黒崎水道建設株式会社 924,000 令和4年4月1日

公園緑地課 各公園草刈・樹木剪定等業務委託Ａ（R4） 緑地建設株式会社 15,400,000 令和4年4月1日

公園緑地課 加古川河川敷緑地災害時施設撤去等業務委託Ｂ（R4） 前川造園土木株式会社 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

道路保全課 川東地区道路除草委託 有限会社石田土建 4,367,000 令和4年4月1日



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日

道路保全課 加古川堤防道路除草委託 株式会社福谷建設 6,490,000 令和4年4月1日

道路保全課 両荘地区道路除草委託 前川造園土木株式会社 5,060,000 令和4年4月1日

道路保全課 道路路面清掃委託 有限会社淡路環境 27,940,000 令和4年4月1日

治水対策課 泊川排水機場及び養田川水門管理業務委託
株式会社ウォーターエージェンシー
姫路オペレーションセンター

3,300,000 令和4年4月1日

治水対策課 泊川緑道植木剪定及び除草作業委託 別府造園土木有限会社 2,684,000 令和4年4月1日

都市計画課
国道2号加古川バイパス新在家横断歩道橋昇降設備維持管理業
務委託

神姫警備保障株式会社 5,849,250 令和4年4月1日

住宅政策課 市営住宅水道設備清掃委託 株式会社ＳＩＣ 660,000 令和4年4月1日

住宅政策課 東神吉住宅加圧給水ポンプ保守点検委託 誠水エンタープライズ有限会社 283,800 令和4年4月1日

住宅政策課 市営西神吉辻住宅合併処理施設管理業務委託 ヘイアンケミカル株式会社 2,062,500 令和4年4月8日

消防本部総務課 防災センター市民等防災体験案内業務委託 株式会社清光社 5,456,000 令和4年4月1日

消防本部総務課 東消防署庁舎等保守管理業務委託 株式会社ＳＩＣ 1,725,900 令和4年4月1日

消防本部総務課 防災センター自家用電気工作物保安管理業務委託
一般財団法人関西電気保安協会
加古川営業所

1,195,128 令和4年4月1日

消防本部総務課 消防署及び分署清掃業務委託 株式会社ＳＩＣ 7,075,200 令和4年4月1日

消防本部総務課 消防用設備等保守点検業務委託 株式会社東洋商会 646,800 令和4年4月1日

消防本部総務課 救急資器材管理供給業務委託 日本船舶薬品株式会社　神戸支店 別添のとおり 令和4年4月1日

消防本部総務課 防火水槽及び防災井戸保守管理業務委託 有限会社エコクリーン 2,750,000 令和4年4月1日



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日

消防本部総務課 防災センター機械警備業務委託 セコム株式会社　加古川支社 514,800 令和4年4月1日

消防本部総務課 消防団分団行政事務委託 加古川市消防団 12,160,000 令和4年4月1日

教育総務課 両荘地区義務教育学校駐車場敷地境界確定業務委託 株式会社播磨設計コンサルタント 4,730,000 令和4年4月13日

教育総務課 令和4年度加古川市廃プラスチック収集運搬業務委託 株式会社エス・ケー・エス 5,214,000 令和4年4月1日

教育総務課 加古川市立やまて幼稚園送迎バス運行管理業務委託 神姫トラストホープ株式会社 12,236,400 令和4年4月1日

教育総務課 令和4年度加古川市廃プラスチック処理業務委託 西播商事株式会社 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

学務課 学校給食室等小荷物専用昇降機保守点検業務委託
ジャパンエレベーターサービス関西
株式会社

438,900 令和4年4月1日

学務課 水処理施設点検業務委託 ヘイアンケミカル株式会社 1,534,500円 令和4年4月1日

学校施設課 加古川養護学校温水プール設備保守点検業務委託 齊藤設備工業株式会社 1,210,000 令和4年4月20日

学校施設課 小学校（全２７校）プール機械設備保守点検業務委託 齊藤設備工業株式会社 772,200 令和4年4月20日

社会教育課 加古川市立公民館電気工作物保安管理業務委託 谷田電気設備管理事務所 1,840,080 令和4年4月1日

社会教育課 加古川市立東加古川公民館建物総合管理業務委託
神鋼不動産ビルマネジメントサービ
ス株式会社

8,470,000 令和4年4月1日

社会教育課 加古川市立公民館冷暖房機器保守点検業務委託 播州設備株式会社 3,432,000 令和4年4月1日

社会教育課 加古川市立公民館機械警備業務委託 セコム株式会社　加古川支社 868,560 令和4年4月1日

社会教育課 加古川市立公民館清掃業務委託 三光クリーン株式会社 8,236,800 令和4年4月1日

中央図書館 旧加古川図書館清掃業務委託 株式会社ＳＩＣ 653,400 令和4年4月1日



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日

青少年育成課 加古川市立青少年女性センター清掃業務委託 株式会社清光社 1,301,300 令和4年4月1日



加古川市業務委託等に係る契約に関する事項の公表（随意契約）

主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

防災対策課 耐震性貯水槽保守点検委託 加古川市上下水道事業管理者 915,200 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　「耐震性貯水槽施設の財産区分及び維持管理に関する協定書」第３条第１項に
より、上下水道事業管理者に貯水槽施設の維持管理を委託することとしているた
め。

防災対策課 遠隔解錠装置保守委託 ＤＸアンテナ株式会社　関西支店 704,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　遠隔解錠装置はＩＰＤＣを利用する機器であり、ＩＰＤＣの受信機はＤＸアンテナ株
式会社が製作、納入したものである。他に実用化した事業者はなく、遠隔解錠装置
を一体的に保守できる相手方が当該業者以外にないため。

防災対策課 屋外拡声器保守委託 ＤＸアンテナ株式会社　関西支店 1,166,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　遠隔解錠装置はＩＰＤＣを利用する機器であり、ＩＰＤＣの受信機はＤＸアンテナ株
式会社が製作、納入したものである。他に実用化した事業者はなく、遠隔解錠装置
を一体的に保守できる相手方が当該業者以外にないため。

政策企画課 加古川市スマートシティ推進業務委託 一般社団法人コード・フォー・ジャパン 1,754,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　Decidimは、日本の自治体において、令和２年10月に当該事業者により本市で初
めて導入された。市民参加型のまちづくりを進めるため、現環境を継続して使用す
る必要がある。
　また、オフラインのワークショップについては、オンラインのDecidim運用と一体の
業務となっており切り離すことができず、当該事業者は本市、他団体でワークショッ
プの開催実績がある。
　そのため、引き続き加古川市版Decidimの運用を行い、市民等が参画するための
体制整備等を行うとともに、市民、事業者と行政の間に立ち議論を活性させるため
のファシリテーター（促進者）業務を円滑に行うため当該事業者と契約する。

政策企画課 情報技術アドバイザリー業務委託 ガートナージャパン株式会社 8,140,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　本市が情報化に関する最新動向の調査、製品調達の意思決定、技術や経費に
関する妥当性評価を行う際に、最新の市場動向、技術動向に関し情報提供を受け
るとともに、市からの個別課題に応じた問合せや相談に対し回答を得るにあたり、
より的確かつ中立性を持ったアドバイスを得るための仕様書に記載の要件を備え
たサービス・ライセンスを取り扱うことができる事業者は当該事業者のみであるた
め。
　また、当該事業者は、ICTベンダー企業と業務提携や資本関係等の特定の利害
関係を持たずに等距離を保ちながら、自社でのハードウェア・ソフトウェアの販売、
システム開発や実装、アウトソーシング請負などは一切行わず、真に中立性・客観
性を保持した立場から調査分析を行っていることに加え、世界規模で数多くのアナ
リストが、グローバルに広範囲なICT分野を対象に多角的な調査・分析や将来予測
を行っており、技術・製品・サービスの実情や、ベストプラクティス、ケーススタディを
蓄積しているため。

広報・行政経営課 点字広報かこがわ制作事業委託 社会福祉法人　兵庫県視覚障害者福祉協会 別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　入札参加資格があり、点字広報の制作という特殊業務を行うのは同協会だけで
あるため。

情報政策課 ＡＤサーバ延長保守委託業務委託
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社　 西日
本営業第１部

1,399,860 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該業務はシステムの保守業務であり、システムの導入事業者である伊藤忠テ
クノソリューションズ株式会社でなければ業務を遂行できないため。

情報政策課 情報セキュリティ強化対策運用保守委託業務委託 株式会社システムリサーチ　姫路支社 4,508,060 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　物品を納入・構築する業者のみが、保守するにあたって必要な情報や知識を有し
ているため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

情報政策課 事後処理機保守業務委託 デュプロ株式会社　神戸支店 1,189,320 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　メールシーラー及びフォームバースターはデュプロ株式会社の製品であり、他社
での保守は不可能であるため。

情報政策課 ネットワーク維持管理委託業務委託 株式会社日立システムズ　関西支社 27,084,420 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該業者は、本市のネットワーク環境構築業者であり、基幹ネットワークを安定
稼動させるための技術的知識やその他業者では知り得ない情報があるため。

情報政策課 内部管理支援システム改修委託業務委託 日本電気株式会社　神戸支社 3,317,325 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該事業者は内部管理支援システムに関する機器の構築事業者であり、当該シ
ステム改修のための技術的知識やその他の業者では知りえない情報があるため。

総務課 例規集の電子情報化等業務委託 株式会社ぎょうせい　関西支社 3,515,600 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　本市の条例等のデータに基づいた更新及び製本業務の委託に際して、当該デー
タを保有している業者が１社しかなく、その性質又は目的が競争入札に適さないた
め。

人事課 人事情報システム改修業務委託 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　兵庫支社 13,950,200 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　既存の人事情報システムと密接不可分の関係にあり、同一システム開発者以外
の者に、プログラムの改修を履行させると、既存のシステムの運用に支障が生じる
おそれがあるため。

職員課 職員健康診断業務委託 公益財団法人  加古川総合保健センター 別添のとおり 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　一定の期間内に健診バス等の巡回健診だけでなく、車椅子利用者の施設健診を
実施できる機関が限られることから、その性質が競争入札に適さないため。

管財課 昇降機保守点検業務委託(本館・新館・議場棟) 株式会社日立ビルシステム　関西支社 16,097,400 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　設置機器メーカーの保守を必要とし、メンテナンスの経験・熟練度の信頼性と、緊
急時対応のレスポンスが必要であり、業務の性質が競争入札に適さないため。

管財課 冷温水機保守点検業務委託(議場棟)
パナソニック産機システムズ株式会社　  近畿
支店

5,148,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　設置機器メーカーの保守を必要とし、メンテナンスの経験・熟練度の信頼性と、緊
急時対応のレスポンスも必要で、業務の性質が競争入札に適さないため

管財課 運行管理業務委託 別府タクシー株式会社 別添のとおり 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第8号）
　令和4年３月15日５者による指名競争入札を行ったが、２者辞退３者予定価格超
過により不調となったため、最安値を提示した別府タクシー株式会社と随意契約を
行う。

管財課 電気設備保安管理業務委託
一般財団法人関西電気保安協会　加古川営
業所

5,263,236 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　市役所本庁舎及び消防本部という重要施設の自家用電気工作物の保守で、熟
練度及び信頼性、かつ緊急時の迅速な対応力が求められる業務であり、絶縁監視
装置による24時間監視を行える条件も考慮し、業務の性質が競争入札に適さない
ため。

管財課 ゲートシステム保守点検業務委託 アマノ株式会社　姫路営業所 1,290,300 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　設置機器メーカーの保守を必要とし、メンテナンスの経験・熟練度の信頼性と、緊
急時対応のレスポンスが必要であり、業務の性質が競争入札に適さないため。

管財課 冷却塔水処理装置保守点検業務委託 三建設備工業株式会社　大阪支店 1,920,600 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　設置機器メーカーの保守を必要とし、メンテナンスの経験・熟練度の信頼性と、緊
急時対応のレスポンスが必要であり、業務の性質が競争入札に適さないため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

管財課 中央監視盤保守点検業務委託
パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社　近
畿支店

6,270,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　設置機器メーカーの保守を必要とし、メンテナンスの経験・熟練度の信頼性と、緊
急時対応のレスポンスが必要であり、業務の性質が競争入札に適さないため。

管財課 電源装置保守点検業務委託 株式会社GSユアサ　関西支社 2,706,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　設置機器メーカーの保守を必要とし、メンテナンスの経験・熟練度の信頼性と、緊
急時対応のレスポンスが必要であり、業務の性質が競争入札に適さないため。

管財課 冷温水機保守点検業務委託(消防庁舎) 株式会社日立ビルシステム　関西支社 4,573,800 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　設置機器メーカーの保守を必要とし、メンテナンスの経験・熟練度の信頼性と、緊
急時対応のレスポンスが必要であり、業務の性質が競争入札に適さないため。

管財課 冷温水機保守点検業務委託(本館・新館) 川重冷熱工業株式会社　神戸支店 9,790,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　設置機器メーカーの保守を必要とし、メンテナンスの経験・熟練度の信頼性と、緊
急時対応のレスポンスが必要であり、業務の性質が競争入札に適さないため。

資産税課 固定資産税ＧＩＳ保守業務委託 株式会社パスコ　神戸支店 577,500 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　システム保守という業務の性質上、当該システムソフトウェア開発事業者でなけ
れば当該業務を遂行することができないため。

収税課 軽OSS及び軽JNKSシステム対応業務委託 株式会社日立システムズ　関西支社 4,471,500 令和4年4月14日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該業務は、ADWORLDに改修を加えるものであり、システム保守等の事業者で
ある㈱日立システムズ　関西支社でなければ業務を遂行できないため。

市民課 コンビニ交付システム関連保守委託 株式会社日立システムズ　関西支社 6,444,900 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　システム構築事業者以外での保守が不可能であるため。

市民課 電動回転保管庫保守委託 太洋技研株式会社 718,344 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　特別注文の機器で製造業者以外の保守が難しいため。

加古川市民センター 加古川市民センター清掃業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

622,022 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

人権文化センター 人権啓発推進員による啓発活動推進委託 加古川市人権啓発推進員協議会 1,324,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　加古川市人権啓発推進員協議会は、条例に基づき、加古川市長から委嘱された
人権啓発推進員によって組織された団体である。当該協議会に業務を委託するこ
とで、加古川市全域を網羅し、地域の人権啓発活動の中核となる人づくりにつな
がっていくため、随意契約を行うものである。

人権文化センター 人権文化センター管理業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

人権文化センター 人権文化センター除草作業委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

595,881 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

人権文化センター 加古川市人権文化センター清掃業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

1,983,581 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

人権文化センター 令和４年度加古川市人権・同和教育協議会業務委託 加古川市人権・同和教育協議会 6,256,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　加古川市人権・同和教育協議会は、地域（町内会）・学校園・社会教育団体・企
業・その他幅広い各種団体で構成されており、市内にこのような団体は他に無い。
当該協議会に業務を委託することで、市民の人権教育及び人権啓発の推進を図る
ための人権啓発事業を最も効果的かつ効率的に行うことができるため。

市民活動推進課 国際交流事業委託 公益財団法人　加古川市国際交流協会 14,971,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　委託内容に掲げる国際交流事業を実施し、多文化共生社会の実現に資する団
体は、公益財団法人加古川市国際交流協会に限られるため。

市民活動推進課 行政事務委託業務委託 加古川市町内会連合会 96,498,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　本業務を市内全域で行うことができるのは、町内会等との協力関係を前提とし
て、地域的な共同活動を全市的に現に行っている加古川市町内会連合会以外に
見当たらないため。

生活安全課 特定計量器定期検査業務委託 一般社団法人  兵庫県計量協会 1,142,790 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　一般社団法人兵庫県計量協会は計量法第20条第１項の規定に基づき、加古川
市の指定定期検査機関に指定しており、特定計量器の定期検査ができる唯一の
機関であり、その性質又は目的が競争入札に適さないものであるため。

生活安全課 防犯・交通パトロール業務委託 兵庫県警友会加古川支部 1,275,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　警察ＯＢとしての経験や専門知識を活かした､市民への助言や事故 ・事件の適切
な対応を行うことが出来ること及び市内の地理や危険箇所等に精通した地域密着
性を有している団体は兵庫県警友会加古川支部しか見当たらないため。

生活安全課 法律相談業務委託 兵庫県弁護士会 3,366,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　法律相談業務は弁護士法第3条、第72条及び第74条第2項により弁護士しかでき
ないため。また、弁護士会は弁護士法第32条により地方裁判所管轄区域ごとに設
立が義務付けられており、県内には兵庫県弁護士会しかないため。

生活安全課 令和4年度見守りカメラ等移設業務委託 綜合警備保障株式会社 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　綜合警備保障株式会社（以下「ALSOK」という。）は見守りカメラ、車両用機器及
びこれらに係るシステムの納入業者であり、機器構成や設定内容等を熟知してい
る｡不特定多数の個人情報を扱い、厳格な管理運用が求められる見守りカメラの性
質上、見守りカメラ及び車両用機器を同システムのネットワークに組み込み、安定
した状態で稼働させるための技術的知識には、他の業者では知り得ない内容が含
まれる。また、本業務をALSOK以外の者が受託した場合、設置済みの見守りカメラ
及び車両用機器に係る瑕疵担保責任の範囲が不明確になる。以上の理由により
ALSOK以外の者では本業務を実施することができないため。

生活安全課 防犯・交通パトロール運転等業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

8,270,859 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

スポーツ・文化課 加古川市スポーツ施設等予約サービス運用保守委託 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　兵庫支社 3,458,400 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当システムはASP方式を採用し、サーバーは業者所有となっているが、当ソフト
ウェアの保守業務については、サーバーの所有者でシステム開発者である同社の
み可能であるため。

スポーツ・文化課 県立加古川河川敷マラソンコース巡回監視業務
特定非営利活動法人　加古川総合スポーツク
ラブ

1,012,800 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　日本陸上競技連盟公認マラソンコースの点検業務であるため、マラソン競技の視
点に基づいた点検が必要となる。相手先はコースの維持管理に係る業務内容を熟
知しているほか、ランナーやマラソン大会運営側の視点での管理、点検等を行うこ
とが可能であるため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

スポーツ・文化課 漕艇事業に係る安全確保等に関する業務委託 加古川漕艇場環境整備推進協議会 1,000,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　平成11年4月1日付「加古川漕艇場における漕艇事業に係る確認書」に基づき、
加古川漕艇場環境整備推進協議会に業務を委託することで、各種レガッタ大会に
おいて安全かつ効率的なコース設営及び大会運営を図るため。

スポーツ・文化課 ウォーキングコース等施設管理業務委託 上荘町町内会連合会 1,018,518 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　業務をきめ細く行うためには、コースを熟知している必要があり、コース上の異常
に素早く気付くことができる地域との関わりの深い者に行わせることが適当であ
る。また、緊急時には、迅速な対応を可能とするために、より身近で機動力を持っ
た体制のあるものに業務を行わせることが必要であるため。

スポーツ・文化課 加古川青流戦開催事業委託 一般財団法人　加古川市ウェルネス協会 23,815,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　一般財団法人加古川市ウェルネス協会は、本市の文化振興事業を行うことを目
的に設立された団体であり、当該事業を平成23年の第１期から受託し実施してい
る。加古川青流戦の創設から関わり、日本将棋連盟や各関係機関との連絡調整
業務などを効率的・効果的に行うことができ、棋戦開催という特殊な事業を実施す
るノウハウを持つ団体であるため。

スポーツ・文化課 棋士のまち加古川事業委託 一般財団法人　加古川市ウェルネス協会 5,994,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　一般財団法人加古川市ウェルネス協会は、本市の文化振興事業を行うことを目
的に設立された団体であるとともに、過去に竜王戦や王将戦、将棋の日などの開
催実績があり、本市における将棋イベント開催のノウハウを有している。そのため、
日本将棋連盟や各関係機関との連絡調整業務などを効率的・効果的に行うことが
でき、ＰＲや普及事業を最も効果的に行うことができる団体である。また、当該事業
は加古川青流戦と連動しており、その事業実施団体である当該団体が併せて行う
のが効率的であるため。

スポーツ・文化課 加古川こども将棋大会開催事業委託 一般財団法人　加古川市ウェルネス協会 761,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　一般財団法人加古川市ウェルネス協会は、本市の文化振興事業を行うことを目
的に設立された団体である。これまで「棋士のまち加古川事業」や「加古川青流戦
開催事業」など本市の将棋に関する事業を受託し実施してきており、市ゆかりのプ
ロ棋士を始めとする各関係者・関係機関との連絡調整業務、広報業務等を最も効
率的・効果的に行うことができる団体である。また、当該事業は「棋士のまち加古川
事業」と連動しており、その事業実施団体である当該団体が併せて行うのが効率
的であるため。

スポーツ・文化課 加古川市美術展及び幼児画展開催事業委託 一般財団法人　加古川市ウェルネス協会 4,905,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　一般財団法人加古川市ウェルネス協会は、市の主催事業であった「川の絵画大
賞展」など数多くの美術展を開催した実績があり、市内の芸術文化団体と良好な関
係を長年維持し、美術作品の取り扱いにも習熟している。また、類似事業の開催経
験も豊富なことから、当該団体へ委託することが効果的・効率的であり、同様の団
体は他にないため。

スポーツ・文化課 音楽のまちづくり事業委託 一般財団法人　加古川市ウェルネス協会 5,840,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　一般財団法人加古川市ウェルネス協会は、本市の文化振興事業を行うことを目
的に設立された団体であるとともに、演奏会等の企画・運営を数多く手掛けるなど、
本事業実施に必要なノウハウを有しており、同様の団体は他にないため。

スポーツ・文化課 加古川市文化まつり開催事業委託 加古川市文化連盟 1,730,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　加古川市文化連盟は、昭和40年第１回文化のつどい（昭和46年に文化まつりへ
改称）からこれまで56回にわたる芸術文化事業を開催しノウハウと実績を十分に持
つ団体である。また、民謡、演劇、川柳などを愛好する様々なジャンルの21の団体
によって構成され、文化まつり開催にあたって、それらの団体を取りまとめることが
できる市内唯一の団体であるため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

産業振興課 令和４年度商工業振興推進業務委託 加古川商工会議所 4,500,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　本業務の委託予定先である加古川商工会議所は、専門的知識を有する経営指
導員を配置して、経営全般にわたる支援を市内商工業者に対し行ってきた実績が
ある。特に創業支援関しては、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」
の中で、市・日本政策金融公庫・加古川商工会議所等で「加古川市創業支援ネット
ワーク」を形成しており、創業者に対するワンストップ相談窓口の中心を担ってい
る。
  さらに、法に基づき設置される公的機関として個人情報を取扱うに相応しいことか
ら、本業務を効果的・効率的に実施できる唯一の組織であり、その性質又は目的
が競争入札に適さないと判断されるため。

産業振興課
旧加古川市公設地方卸売市場電気保安点検業務委
託

一般財団法人　関西電気保安協会加古川営
業所

1,305,480 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　本市場は令和4年3月31日閉場（4月1日廃止）となるが、移転準備が間に合わな
い一部事業者に対し2年間を猶予期間として施設等を貸し付け、事業を継続させ
る。本市場は建築後40年以上経過しており、老朽化に伴い電気工作物に事故が生
じることも懸念され、本市場施設使用者等に影響することも否定できない。令和4年
度以降も引き続き市場跡地内に施設が存在し、人の出入りがあることから、事業用
電気工作物を設置するものとして、適正に保守し人的及び物的損害を与えず施設
を安全に管理するためにも、当業務には作業員の熟練度及び信頼性、かつ緊急時
の迅速な対応力が求められる。加えて、絶縁監視装置による24時間監視を行える
体制といった条件をすべて満たす業者は関西電気保安協会以外にないため。

産業振興課 インターンシップマッチング業務委託 株式会社ダイネンヒューマンｐｌｕｓ 1,980,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　株式会社ダイネンヒューマンｐｌｕｓは播磨地域に特化した就職情報サイト「はり
まっち」の運営会社であり、地域に密着した播磨地域の企業情報を最も効果的か
つ効率的に提供することができると考えられるため。また、入札参加資格者のう
ち、当該業務を実施できる業者がほかにないため。

産業振興課
まち案内所兼加古川市民ギャラリー管理運営業務委
託

一般社団法人　加古川観光協会 12,564,912 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　一般社団法人加古川観光協会は市と連携して観光行政の一翼を担い、豊富な
観光情報と案内業務に関するノウハウを持ち、また、観光情報を中心とした企画展
示業務を行うことができる市内で唯一の団体であるとともに、まち案内所兼加古川
市民ギャラリーを活用した中心市街地の活性化に寄与するため、同協会へ委託す
る。

産業振興課 観光情報発信業務委託 一般社団法人　加古川観光協会 2,100,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　一般社団法人加古川観光協会は市と連携して観光行政の一翼を担い、地元に
密着した豊富な観光情報や案内業務に関するノウハウ等を持っている。そのノウ
ハウを活かし、現在も観光に関する情報をホームページやＳＮＳ等で発信している
が、同協会が管理するＷＥＢサービスを利用して、より多くの既存の観光資源の写
真やグルメ情報等を発信することで、事業の目的である若年層への訴求という面
で非常に高い効果が見込めるため、同協会へ委託する。

産業振興課 升田山登山道維持管理業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

516,612 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

産業振興課
加古川工業団地緑地等植木管理及び除草作業業務
委託

公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

894,300 令和4年4月15日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

農林水産課 令和４年度未利用農地等活性化対策事業業務委託 株式会社ふぁーみんサポート東はりま 14,000,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　加古川市内において、未利用農地の利用推進による農作物の生産・特産化の推
進および農業研修の実施等を行う唯一の団体が、株式会社ふぁーみんサポート東
はりまであるため。

農林水産課 令和4年度加古川市農林行政事務委託 加古川市農業団体連合会 9,095,900 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該事業は集落単位又は農業者単位の事務が多数を占めており、これらの事務
を行うためには各地域で選出された農業団体長によって構成された加古川市農業
団体連合会でなければとりまとめ等が困難であるため。
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農林水産課 加古川市見土呂フルーツパーク管理業務委託 農事組合法人　みとろ生産組合 9,900,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該事業について、令和３年度下半期より、農事組合法人みとろ生産組合に管
理業務を委託している。当組合について、周辺施設であるみとろ観光果樹園を運
営していることから、スケールメリットを生かした一体的な運営が可能となる。加え
て、令和３年度上半期までの指定管理者として当該施設の管理運営を行っていた
ことから、管理業務について熟知している。また、今後予定している再整備に向け、
新たな指定管理者との効率的な引継ぎ等の面からも、連続した施設管理が望まし
いため。

農林水産課 加古川内水面漁業振興センター管理運営等委託 加古川漁業協同組合 4,700,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　淡水魚の畜養及び放流には専門的知識及び技術が必要であるが、加古川漁業
協同組合は加古川水系の漁業権を持っており、専門的な知識・技術を有していると
ともに、加古川の生態系を熟知している唯一の団体であるため、 同団体と随意契
約を行う。

農林水産課 令和4年度鳥獣による農作物被害防除業務委託
一般社団法人　兵庫県猟友会加古川支部
一般社団法人　兵庫県猟友会加古川西支部

別添のとおり 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　(一社)兵庫県猟友会加古川支部及び(一社)兵庫県猟友会加古川西支部は有害
鳥獣等の捕獲活動に必要な知識と狩猟免許を有する会員からなり、市内において
農作物被害が発生した場合、迅速な対応が可能な唯一の団体であるため。
※加古川支部は加古川より東部を、加古川西支部は加古川より西部を担当してい
る。

環境保全課 犬の登録等事務委託 一般社団法人　兵庫県獣医師会 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　本業務については、狂犬病予防注射の接種等に伴う犬の登録手数料及び狂犬
病予防注射済票の交付手数料の徴収事務であり、医療行為に伴う専門性が必要
となる。そのため、獣医師に業務を委託することとなるが、犬の登録事務等につい
て、（一社）兵庫県獣医師会であれば提供が可能であり、また獣医師の派遣等の調
整についても行うことができる唯一の団体であるため。

環境第１課
分別基準適合物（市町村負担分）再商品化の業務委
託

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサ
イクル法）」の趣旨に基づき、メーカー等の事業者に再商品化義務があるびん類に
ついて、適正かつ合理的に再商品化するため、主務大臣より指定された指定法人
と契約する。

環境第１課 令和4年度使用済み乾電池等の処理・処分委託 野村興産株式会社　関西営業所 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　使用済み乾電池等については、全国都市清掃会議が策定する 「使用済み乾電
池等の広域回収・処理計画」に沿って適正に処理する必要があるため、計画が定
める処理・処分業者と契約する。

環境第１課 令和4年度使用済み乾電池等の運搬委託
日本通運株式会社 神戸支店 及び 日本貨物
鉄道株式会社 近畿支店

別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　使用済み乾電池等については、全国都市清掃会議が策定する「使用済み乾電池
等の広域回収・処理計画」に沿って適正に運搬する必要があるため、計画が定め
る運搬業者と契約する。

環境第１課 令和4年度使用済み蛍光管等の運搬委託
日本通運 株式会社 神戸支店 及び 日本貨物
鉄道株式会社 近畿支店

別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　使用済み蛍光管等については、全国都市清掃会議が策定する 「使用済み乾電
池等の広域回収・処理計画」に沿って適正に運搬する必要があるため、計画が定
める運搬業者と契約する。

環境第１課 粗大ごみ処理手数料収納事務委託 株式会社セブンイレブン　外38者 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該事業の目的は、市内及び近隣の店舗で処理券を購入できる状況を整備する
ことであり、市民の利便性の観点から契約相手方は１者ではなく、より多数の事業
者と契約締結することが望ましい。また市が定める同一の条件で契約するため、そ
の性質は競争入札に適さない。

環境第１課
蛍光管・乾電池・ライター・紙類等収集運搬の業務委
託

公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

環境第１課 令和４年度剪定枝・草収集運搬業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

17,404,992 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

環境第１課 加古川市排出産業廃棄物処理業務委託（処理・処分） 野村興産株式会社　関西営業所 別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　蛍光灯・廃乾電池を最終処分場で適正に処分できる事業者が他にないため。

環境第１課 ごみ分別指導業務委託 加古川市保健衛生協議会 15,424,320 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
   加古川市保健衛生協議会は、市内地区住民自らの手による公衆衛生事業を通
じ、健康水準の向上を促進し、保健衛生の推進を図り、もって公害のない住みよい
加古川市の建設に資することを目的として設立された市民団体であり、当該業務を
委託するのに最も適した団体であるため。

環境第２課 令和4年度一般廃棄物（し尿）搬送業務委託 有限会社播磨清掃 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該業務については、し尿貯留槽周辺の交通安全対策及び地元の住民感情を
配慮するため、通行回数をできる限り少なくすることが望まれる。業務の円滑な遂
行を図るためには、大型（10ｔ及び8ｔ）のし尿収集車を複数台有し、かつ不定期の発
注にも即時対応が可能な業者を委託先とすることが求められる。これら契約の目
的を達成するためには、能力その他複数の条件を満たす者が特定されるため。

環境第２課 令和4年度一般廃棄物（し尿）収集運搬業務委託
株式会社東播清掃、有限会社平岡清掃、ヘイ
アンケミカル株式会社、志方清掃舎、池田清
掃、堀口清掃、第二堀口清掃

別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
  当該業務においては、収集世帯・地域によって収集車両が限定される他、各世帯
の特殊な事情があるため、各地域の実情に精通していることが強く求められる。ま
た「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」にも「受託者が受託業務を遂行
するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実
施に関し相当の経験を有する者であること」と定められている。したがって、単純な
経済性のみの観点から、毎年、委託先が変更となる可能性がある競争入札制度で
は、生活環境の保全及び安定的・継続的な業務の遂行が確保できない。
当該業務の目的を達成するためには、能力その他複数の条件を満たすことが必要
であり、当該のすべての条件を満たす者が特定されることから、各地域の実情に精
通した市内7業者に随意契約するものである。

環境第２課 し尿貯留槽・投入槽清掃及び排液処分業務委託 八光海運株式会社 8,030,000 令和4年4月28日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　業務の特殊性からその性質または目的が競争入札に適しないもの （一般廃棄物
処理業の許可を有すると共に、一般廃棄物処理施設を確保し、年6回の清掃と年1
回の排液処分を委託しているが、排液処分を一度に100KLの沈殿物を運搬・処理
できる者が2者しかいないため、2者による見積合わせを行う。

環境第２課 令和４年度一般廃棄物（し尿）臨時収集運搬業務委託
株式会社東播清掃、有限会社平岡清掃、ヘイ
アンケミカル株式会社、第二堀口清掃

別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該業務については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に規定さ
れている「受託業者が業務を遂行するに足りる施設・人員及び財政的基礎を有し、
かつ、業務の実施について相当の経験を有すること」を前提として、市内の実情に
精通し、さらに市の指示に即応できる能力が必要であり、当該業務の目的を達成
するための能力その他複数の条件をすべて満たす者が特定されることから、し尿
収集運搬委託業務を委託している７業者の中から当該４者を委託先として随意契
約することが最適であるため。

環境第２課 令和４年度し尿処理管理システム保守業務委託 大豊機工株式会社　公共システム部 628,320 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該契約は、開発したシステムの保守業務であり、システムの開発業者でしか業
務の履行ができないため。

環境第２課 し尿投入処理業務委託 兵庫県 118,878,934 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　平成7年度に兵庫県と基本協定を締結して投入処理を委託しており、業務を行う
者が他にいないため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

環境第２課 合併浄化槽設置完了検査業務委託 一般社団法人　兵庫県水質保全センター 別紙「単価契約」 令和4年4月18日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　兵庫県の指定を受けた唯一の検査機関であり、当該業務を行う者が１者しかな
いため。

環境施設課 いずみプラザ樹木管理及び場内清掃等業務委託 平荘町町内会連合会 3,958,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　新クリーンセンター周辺環境整備の一環として建設された施設であり、地元の協
力を必要とするため。

環境施設課 加古川市資源化センター管理運営業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

5,217,520 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

環境施設課 最終処分場監視業務委託 磐東町内会 2,188,125 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　補償契約書第4条第1項第4号により不燃物等埋立期間中、加古川市は磐東町内
会に処分場の監視業務を委託し、処分場の適正を図るため。

環境施設課 竜ヶ池処理場水質管理業務委託 環境化学工業株式会社 5,685,000 令和4年4月1日

(地方自治法施行令167条の2第1項第8号) 
　本案件は、令和4年3月18日に5者による指名競争入札を予定していたが、4者か
ら入札辞退の連絡があったため、入札が中止となった。当該業務は令和4年4月1
日より履行の必要性があり、運転管理技術について、経験及び知識を特に必要と
することから、現場に精通していることが必要となる。また、業務の性質上、仕様の
変更は難しく、緊急時の対応も必要となるため、近隣である県内で事務所があるこ
と且つ水質管理において特殊な技術、知識及び経験を有する技術員の確保が可
能であることから、入札への参加意思のあった環境化学工業株式会社と随意契約
を行う。

環境施設課 一般廃棄物埋立処分委託（フェニックス） 大阪湾広域臨海環境整備センター 別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　法令等により契約の相手方が特定され、特定の設備を有し、他の地方公共団体
と共同で運営するため。

高齢者・地域福祉課 かこがわウェルピーポイント巡回業務委託 株式会社フューチャーリンクネットワーク 別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　かこがわウェルピーポイントサービス事業（市民活動推進課所管）にかかる受託
事業者であり、他の事業者は利用できないため。

高齢者・地域福祉課 加古川市成年後見支援センター運営業務委託 社会福祉法人　加古川市社会福祉協議会 38,371,300 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　業務の性質上、福祉制度全般に関する知識を要し、かつ相談技術を備えた専門
的な職員が必要であるため。また、センターの運営においては、継続的かつ安定
的な運営基盤が必要であるため。

高齢者・地域福祉課 加古川市生活支援体制整備事業委託 社会福祉法人  加古川市社会福祉協議会 33,026,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　市域全体において、町内会、民生児童委員、市民ボランティア等と密接に連携
し、町内会単位で地域課題を話し合う協議体を実施している実績があり、本事業に
おいて地域の支援体制を構築することができる唯一の社会福祉法人であるため。

高齢者・地域福祉課 加古川市地域包括支援センター運営事業委託

社会福祉法人 福竹会
社会福祉法人 万亀会
社会福祉法人 グランはりま
社会福祉法人 カリタスの里
社会医療法人 順心会
社会福祉法人 鶴林園

206,974,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　事業趣旨に添う形で、高齢者の総合相談業務等の体制が各地域において整備さ
れている社会福祉法人等であり、事業受託意思があるため。

高齢者・地域福祉課 加古川市高齢者住宅等安心確保事業委託 社会福祉法人　のじぎく福祉会 7,712,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　この事業は、生活援助員を派遣し、入居者の生活相談や安否確認、一時的な家
事援助、緊急対応等のサービスを提供するものである。のじぎく福祉会は、高齢者
世話付住宅に近接した施設をもち、職員体制や緊急時の連携体制が整っている唯
一の法人であるため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

高齢者・地域福祉課 加古川市民生・児童協力委員研修業務委託 加古川市民生児童委員連合会 818,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　民生・児童協力委員の主な職務は、地域の実情を把握し、必要な情報を民生委
員・児童委員に連絡通報するなど連携を図ることである。加古川市民生児童委員
連合会は、加古川市の全民生委員・児童委員を統括している団体であり業務委託
を行うことで民生委員・児童委員から民生・児童協力委員に研修を行うことができ
る唯一の団体である。

高齢者・地域福祉課 加古川市生活支援ハウス運営委託 社会福祉法人　のじぎく福祉会 6,496,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　この事業は、小規模多機能施設（生活支援ハウス）において、高齢者に対して、
介護支援、居住及び交流機能を提供するものである。このような事業運営が適切
に行われるための施設が整備されているのは市内においてのじぎく福祉会しかな
いため。

高齢者・地域福祉課
在宅医療機能の検索及び相談システム保守管理に
かかる業務委託

一般社団法人　加古川医師会 1,493,700 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当システムは兵庫県医師会が、県下の郡市区医師会が共通利用できるように開
発提供されたICT基盤を活用したものであり、加古川医師会と契約しなければ目的
を達成できないため。

生活福祉課 生活保護等版レセプトシステム維持管理業務委託 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　兵庫支社 660,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　現在使用中のレセプト管理クラウドサービスを提供している業者であり、サービス
提供できる唯一の業者であるため。

生活福祉課 加古川市生活困窮者一時生活支援事業業務委託 特定非営利活動法人　神戸の冬を支える会 別添のとおり 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該役務を提供できる事業者が近隣には特定非営利活動法人神戸の冬を支え
る会しか存在しないため。

障がい者支援課
地域生活支援拠点等コーディネート業務及び加古川
市障がい者基幹相談支援センター運営事業委託

社会福祉法人　加古川市社会福祉協議会 37,421,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　業務の性質上、障がい者の特性への理解や福祉制度全般に関する知識等を要
し、かつ相談技術を備えた専門的な職員を要するため。また、センターの運営にお
いては、継続的かつ安定的な運営基盤が必要であるため。

介護保険課 要介護認定等調査業務委託 順心会居宅介護支援センター加古川　ほか 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　市内の場合は、対象者が多数であるため、多くの事業所との契約が必要である。
また、法令（介護保険法第27条第11項）により30日以内に結果を出さなければなら
ないため、時間的に制約があることにより、県・市の研修を受講し実績のある事業
者に認定調査業務を委託する。市外の場合は、認定申請者の住所または居所に
よって委託先が各地に及んでおり、30日以内に結果を出すため、必要に応じて当
該申請者の住所及び居所の近隣の事業者に認定調査業務を委託する。

介護保険課
要介護認定等調査業務委託（指定市町村事務受託法
人）

公益財団法人　加古川総合保健センター 別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　介護保険法第24条の2第1項の規定により指定された指定市町村事務受託法人
が加古川総合保健センターのみであるため。

介護保険課 主治医意見書受信サーバ運用保守業務委託 日本電気株式会社　神戸支社 792,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　システムの開発元であるため。

介護保険課 介護給付適正化支援システム運用支援業務委託 ジェイエムシー株式会社 大阪支店 2,750,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　システム開発元との総合販売代理店方式により、関西地区ではジェイエムシー株
式会社大阪支店のみが当該システムを取り扱っているため。

介護保険課 介護保険 訪問調査システム保守業務委託 株式会社日立システムズ　関西支社 2,340,360 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　株式会社日立製作所が独自に開発したパッケージシステムであり、同グループ
会社以外に当該業務を委託できる業者がいないため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

介護保険課
介護保険事務処理システム法改正対応開発業務委
託

株式会社日立システムズ　関西支社 2,046,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　導入している事務処理システムは、日立グループが独自に開発したパッケージシ
ステムであるため同グループ以外に本業務を委託できる者がおらず、同グループ
内におけるシステム業務は同者が行っているため。

地域医療課
令和４年度高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種業務
委託

一般社団法人 加古川医師会、一般社団法人
高砂市医師会、一般社団法人 明石市医師
会、秋澤診療所、加古川ともながクリニック、
かわぐち腎泌尿器科・内科クリニック、さつき
診療所

別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種は、加古川市、明石市、高砂市、稲美町、
播磨町の３市２町で実施しており、委託内容が医療行為であることから、医療機関
が接種を行うものであるが、各市町内全域に医療機関を持ち、接種費用請求事務
の集約を行うことができるという面で、加古川医師会、明石市医師会及び高砂市医
師会との契約が効率的であるため。
　また、予防接種の際には、病気の既往歴や投薬状況の確認が必要であるため、
一般的にかかりつけ医での接種が望ましいとされるが、被接種者のかかりつけ医
が必ずしも医師会加入の医療機関であるとは限らないことから、より広く接種機会
を設けるために、住民サービスの面を考慮し、医師会に加入していない医療機関
についても、予防接種の実施を申し出た医療機関に限り個別で契約を行うこととす
る。

地域医療課 令和４年度医科救急患者診療業務委託 一般社団法人 加古川医師会 12,994,609 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　医科救急患者診療体制を安定的に確保するという目的から、その性質が競争入
札には適さないため。

地域医療課 加古川歯科保健センター運営委託 加古川歯科保健協会 9,210,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　休日歯科診療とともに障がい児（者）に対する専門的歯科治療等が行えるのは、
加古川歯科保健協会以外にないため。

新型コロナワクチン
接種推進課

新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務委託
（市民会館）

株式会社ケイミックスパブリックビジネス 別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該事業者はこの施設の指定管理者であり、唯一受託できる事業者であるた
め。

新型コロナワクチン
接種推進課

新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務委託
（総合文化センター）

株式会社ケイミックスパブリックビジネス 別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該事業者はこの施設の指定管理者であり、唯一受託できる事業者であるた
め。

新型コロナワクチン
接種推進課

新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務委託
（日岡山体育館）

ミズノグループ　代表者　美津濃株式会社 別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該事業者はこの施設の指定管理者であり、唯一受託できる事業者であるた
め。

新型コロナワクチン
接種推進課

新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務委託
（総合体育館）

株式会社加古川運動公園市民スポーツサー
ビス

別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該事業者はPFI事業によりこの施設の運営を行っており、唯一受託できる事業
者であるため。

新型コロナワクチン
接種推進課

新型コロナウイルス予防接種４回目対応改修業務委
託

株式会社日立システムズ　関西支社 7,727,500 令和4年4月21日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　本業務委託は、国の示す仕様等に合せた接種券や接種済証等を、基幹系業務
システム及び総合福祉システムを含む住民情報システムから作成できるようにす
る必要があり、システムの開発者である株式会社日立システムズ関西支社以外に
改修を行うことができないため。

市民健康課 令和４年度子宮がん個別検診業務委託 一般社団法人　加古川医師会 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　業務内容が市民の健康増進に関する検診業務であるが、医学的専門知識や技
術を保持し、多数の受診者を受け入れることのできる機関が限られており、その性
質から競争入札には適さないため。市内全域に検診ができる医院を持ち、検診費
請求事務の集約を行うことができる加古川医師会との契約が最も効率的であるた
め。

市民健康課 令和４年度歯周病検診業務委託 一般社団法人　播磨歯科医師会 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　業務内容が市民の健康増進にかかる検診業務であり、歯や口腔に関する専門
的知識や技術を保持し、多数の受診者を一手に受け入れることができる医療機関
が限られており、その性質から競争入札には適さないため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

市民健康課 令和４年度検診・健康診査業務委託 公益財団法人　加古川総合保健センター 別添のとおり 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　業務内容が市民の健康増進に関する検診業務であるが、医学的専門知識や技
術を保持し、多数の受診者を一手に受け入れることのできる検診機関が限られて
おり、その性質から競争入札には適さず、同時に多数の人が検診を受診できる機
関が、加古川市には加古川総合保健センター以外にないため。

国民健康保険課 令和４年度特定健康診査（個別健診）委託 一般社団法人　加古川医師会 別紙「契約単価」 令和4年4月28日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）
　個別健診による特定健診については協力医療機関のみ受診可能である。しか
し、該当医療機関が多数あり、個別に契約を締結することの困難さを回避するた
め、当該医療機関を統括する加古川医師会と契約する。

国民健康保険課
令和４年度後期高齢者健康診査（個別健診）業務委
託

一般社団法人  加古川医師会 別紙「契約単価」 令和4年4月28日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　受診者の地域性や利便性を考慮して、各医院で個別健診ができるようにすること
が効率的であり、その各医院を統括しているのは、一般社団法人 加古川医師会で
あるため。

国民健康保険課 令和４年度特定健康診査（集団健診）委託 公益財団法人　加古川総合保健センター 別紙「契約単価」 令和4年4月28日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　集団健診の場合、多くの対象者に確実に実施するにあたり、市内において委託
基準を満たし、かつ一度に多数の被保険者を受入可能な健診機関が加古川総合
保健センターのみであるため。

国民健康保険課 令和４年度加古川市糖尿病改善教室開催業務委託 公益財団法人　加古川総合保健センター 別添のとおり 令和4年4月18日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該業務は医療機関の早期受診及び生活習慣改善につなぐことが求められ、教
室実施前には対象者の健診情報の把握、実施後には医療機関との継続した連携
が欠かせない。市内において多くの対象者を一度に受け入れ、かつ委託内容を確
実に実施できる保健機関は加古川総合保健センターのみであるため。

国民健康保険課
令和４年度後期高齢者健康診査（集団健診）業務委
託

公益財団法人　加古川総合保健センター 別紙「契約単価」 令和4年4月28日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　市内において、一定期間内に多数の被保険者を受け入れる健診機関が公益財
団法人加古川総合保健センターしかないため。

国民健康保険課 令和４年度後期高齢者歯科健診業務委託 一般社団法人　播磨歯科医師会 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　受診者の地域性や利便性を考慮して、各医院で個別健診ができるようにすること
が効率的であり、その各医院を統括しているのは、一般社団法人 播磨歯科医師
会であるため。

国民健康保険課
令和４年度国民健康保険診療報酬明細書に係るデー
タ作成業務委託

兵庫県国民健康保険団体連合 792,000 令和4年4月1日

 （地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　兵庫県国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法に基づき設立された団体
であり、診療報酬に係る情報を保有していることから、当該業務を行うことができる
唯一の機関であるため。

こども政策課 子ども・子育て応援託児サービス運営業務委託
特定非営利活動法人　子育てサポート   ☆き
らりｉｎｇ

4,700,831 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該業務は、特定非営利活動法人子育てサポート☆きらりｉｎｇに運営を委託する
加古川駅南子育てプラザ及び東加古川子育てプラザ内で実施するものであり、同
法人が実施する子育てプラザ子育て支援事業との内容や実施スケジュール等の
調整のほか、各部屋・機材等の利用調整など、施設全体として効率的かつ一体的
な運用を行う必要がある。
　また、利用者に対しても、子育てプラザで実施される各種子育て支援サービスへ
の参加申込や問合せ等について委託業務の区分けなく円滑に利用できる体制を
確保する必要があり、これらの条件を総合的に満たし、当該業務の目的を達成す
ることができるのは子育てプラザ子育て支援業務の受託者である同法人のみであ
るため。

家庭支援課 加古川市産前・産後家事ヘルパー派遣業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別添のとおり 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号） 
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人材
センターと役務の提供を受ける契約をするため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）
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育児保健課 産後ケア事業委託 産婦人科等ほか15か所 別添のとおり 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　産後ケアは、専門的な技術を有し、適切な実施ができる病院、 診療所または助
産所等により実施する必要があるため。

育児保健課 予防接種管理システム改修業務委託 株式会社日立システムズ　関西支社 3,344,000 令和4年4月12日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　既存システムが日立システムズ製であり、システム構築業者の改修が必要不可
欠であるため。

育児保健課
母子保健法に規定する健康診査業務委託（歯科医
師)

一般社団法人　播磨歯科医師会 別添のとおり 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　乳幼児健康診査は医療行為であり、また、被健診者の利便性を図るには地域の
歯科医師の協力が不可欠であり、地域の歯科医師の取りまとめを播磨歯科医師
会が行っているため。

育児保健課 加古川市妊婦歯科健康診査業務委託 一般社団法人　播磨歯科医師会 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　妊婦歯科健康診査は医療行為であり、被健診者の利便性を図るには地域の歯
科医師の協力が不可欠であるため。また、その歯科医師のとりまとめを行っている
のが播磨歯科医師会であるため。

育児保健課 母子保健法に規定する健康診査業務委託（医師） 一般社団法人　加古川医師会 別添のとおり 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　乳幼児健康診査は医療行為であり、また、被健診者の利便性を図るには地域の
医師の協力が不可欠であるため。

育児保健課 予防接種業務委託
一般社団法人　加古川医師会
一般社団法人　高砂市医師会
一般社団法人　明石市医師会

別添のとおり 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　予防接種は医学的措置であり、被接種者の利便性を図るには地域の医師の協
力が必要不可欠であるため。

幼児保育課
しかたこども園エレベーター・小荷物専用昇降機保守
点検業務委託

日本エレベーター製造株式会社　大阪営業所 607,200 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　保守点検対象となる設備の製造者であり、緊急時の対応及び修繕部材の供給等
において有利で、施設の設備を熟知しているため。

幼児保育課 加古川市立鳩里保育園園児送迎車両整理業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

土木総務課 市道東加古川駅前線街路樹維持管理委託 東加古川駅前商店街振興組合 875,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　その性質又は目的が競争入札に適しない契約（市道東加古川駅前線（サンロー
ド）管理協定による業務委託）であるため。

土木総務課 市道篠原寺家町線街路樹維持管理委託 加古川駅前通商店街振興組合 1,240,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　その性質又は目的が競争入札に適しない契約（市道篠原寺家町線（加古川駅前
通り商店街）管理協定による業務委託）であるため。

土木総務課 ＪＲ加古川駅南北広場植栽管理業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

689,920 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

土木総務課 ＪＲ厄神駅南北広場管理業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

1,095,270 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。
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土木総務課 ＪＲ東加古川駅南北広場清掃業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

2,848,434 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

土木総務課 ＪＲ加古川駅南広場施設管理業務委託 加古川再開発ビル株式会社 10,861,554 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
①ＪＲ加古川駅南広場に設置されている複数施設を一体的に管理することができ
る事業者であること。
②常に駅前南広場内の状況把握ができ、緊急時の利用者への対応も迅速に行え
る事業者であること。
③監視カメラ関連機器（モニター及び録画機器等）の設置場所を確保のうえ、その
維持管理ができる事業者であること。
以上の条件をすべて満たす者が他に見当たらないため。

土木総務課 ＪＲ加古川駅南北広場外６線清掃業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

6,072,338 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

土木総務課 放置自転車等指導業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

11,947,212 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

土木総務課
加古川市立東加古川駅第一自転車駐車場管理運営
業務委託

公益財団法人　自転車駐車場整備センター 1,211,980 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　本駐車場における自転車整理及び手数料収納、東加古川駅周辺における使用
者対応等すべての業務を履行できる事業者が１者であるため。

土木総務課 放置自転車等撤去業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

8,273,412 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

土木総務課 保管自転車等返還業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

6,337,908 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

土木総務課 無料駐輪場管理業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

7,977,888 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

公園緑地課 加古川市日光山墓園墓域・園部維持管理業務委託Ａ
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別添のとおり 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

公園緑地課 加古川市日光山墓園墓域・園部維持管理業務委託Ｂ アロー株式会社 別添のとおり 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　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第５条第11項
に規定する障害者支援施設であり、当該業務に係る役務の提供が可能であるた
め。

公園緑地課 権現総合公園内キャンプ場施設管理等業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

公園緑地課 花とみどりのまちづくり講座業務委託 特定非営利活動法人　加古川緑花クラブ 4,199,500 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の第2第1項第2号）
　当該業務は、「花とみどりのまちづくり」を担う人材を養成するための講座につい
て企画から運営までの全般にわたる業務を委託するものである。特定非営利活動
法人加古川緑花クラブは、加古川市公園緑地課主催の「花と緑のまちづくりリー
ダー養成講座」を受講した修了生により、住民主体の「花と緑のまちづくり」を通じ
て、潤いと安らぎのあるまちづくりに貢献することを目的に創設された団体であり、
講習会の会場である日岡山公園の立地や、講座の企画運営に関するノウハウを
熟知しているとともに、住民が主体となって加古川市の緑化を推進していくために
最も適した団体であるため。

公園緑地課 加古川市日光山墓園施設管理等業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

公園緑地課 加古川市日光山墓園清掃業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

551,760 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

公園緑地課 各公園等各種作業業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別添のとおり 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

公園緑地課 公園維持管理業務委託（町内会委託） 市内81町内会等 9,254,800 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　公園は地域の財産として、地域住民の手によって維持管理されることにより、公
園の状況に応じて適切な時期に業務（除草、低木剪定）を実施し、公園の利用方法
の改善、公園内の犯罪の抑制、地域のコミュニティの活性化等を目的に地域と協
働で実施する必要があるため。

公園緑地課 育苗園維持管理業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別添のとおり 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

公園緑地課 日岡山公園交通誘導警備業務委託（その１） バンガード株式会社　東播支社 別添のとおり 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号）
　桜の開花時期が年度末及び年度初めと年度をまたがり、業務における現場の混
乱回避及び継続した安全対策のため、年度末工期の業者と引き続き契約する。

公園緑地課 日岡山公園桜樹勢回復業務委託（Ｒ４） 有限会社中島樹木クリニック 3,484,800 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　実施例の少ない特殊な技術、手法等を用いる必要がり、同者が施工上の経験、
知識を有しているため。

道路保全課 ＪＲ東加古川駅北広場花壇維持管理委託 特定非営利活動法人　加古川緑花クラブ 803,800 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該業務は、加古川市景観まちづくり条例に掲げる「市民と協働で魅力ある景観
を形成する」という趣旨のもと行う事業である。特定非営利活動法人加古川緑花ク
ラブは、加古川市公園緑地課主催の「花と緑のまちづくりリーダー養成講座」を受
講した修了生により、住民主体の「花と緑のまちづくり」を通じて、潤いと安らぎのあ
るまちづくりに貢献することを目的に創設された団体である。こうした事業の趣旨、
目的、性質から、入札に適さないため、加古川緑花クラブと随意契約する。

道路建設課 先行取得用地維持補修事業委託（道路係）
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別紙「契約単価」 令和4年4月27日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

道路建設課 先行取得用地維持補修事業委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別紙「契約単価」 令和4年4月28日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

治水対策課 泊川排水機場電気設備点検委託
一般財団法人　関西電気保安協会　 加古川
営業所

1,383,624 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　泊川排水機場は、台風や津波から市民を守る重要な施設であり、特殊な電気設
備を有している。よって、優れた技術と長年の実績を有する関西電気保安協会でな
ければ対応できないため。

治水対策課 別府川水門管理操作委託 五ケ井土地改良区　新野辺水利組合 600,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　現場を熟知している地元水利組合に委託することで、迅速な対応が可能となるた
め。

治水対策課 浜手地区（３０ｍ水路）排水樋門管理操作委託 池田水利組合 960,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　現場を熟知している地元水利組合に委託することで、迅速な対応が可能となるた
め。

治水対策課 尾上港常夜灯管理委託 東播磨漁業協同組合 600,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　現場を熟知している地元水利組合に委託することで、迅速な対応が可能となるた
め。

治水対策課 別府みなと緑地維持管理委託 Ｓ＆Оグループ 6,204,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　別府みなと緑地は、当該緑地内に在る「加古川海洋文化センター」と一体利用さ
れており、当該施設の指定管理者に委託し、一括管理を行うことが合理的であるた
め。

治水対策課 準用河川泊川・水田川他除草清掃作業委託（第１回）
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

1,830,400 令和4年4月26日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

都市計画課 美しい街づくり推進事業業務委託 特定非営利活動法人　加古川緑花クラブ 2,718,951 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該業務は、加古川市景観まちづくり条例に掲げる「市民と協働で魅力ある景観
を形成する」という趣旨のもと行う事業である。ＮＰＯ法人加古川緑花クラブは、加
古川市公園緑地課主催の「花と緑のまちづくりリーダー養成講座」を受講した修了
生により、住民主体の「花と緑のまちづくり」を通じて、潤いと安らぎのあるまちづくり
に貢献することを目的に創設された団体であり、事業の趣旨に合致するため。

都市計画課 加古川市自家用有償旅客運送運行委託 上荘公共交通協議会 1,584,862 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　地域の実情を理解し、課題解決を図りつつ、持続可能な運行とするためには、町
内会連合会・老人クラブ連合会の役員等を構成メンバーとする上荘公共交通協議
会以外に見当たらないため。

都市計画課 「かこバス」バスロケーションシステム保守業務委託 株式会社日建設計総合研究所　大阪オフィス 561,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該バスロケーションシステムの保守業務を行うことができるのは、現行システ
ムを設計し、保守対応を行っている株式会社日建設計総合研究所だけであるた
め。

都市計画課 加古川駅北自動車整理場管理業務委託 加古川再開発ビル株式会社 5,073,200 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
①機器の保守点検、及び日常巡回点検等の多岐にわたる業務を総合的に調整
し、一体管理できる事業者であるため。
②駅北広場及び加古川駅北自動車整理場の状況把握ができ、機器の故障やつり
銭等に関するトラブルなど緊急時の場合も利用者への迅速な対応が可能な事業
者であるため。
③駅南広場の管理についても委託予定であることから、駅南北にある公共施設を
一体的に管理運営することができるため。

都市計画課 神野駅南駅舎等清掃業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

554,840 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

都市計画課 厄神駅北駐車場運営業務委託
アマノマネジメントサービス株式会社　  大阪
支店

1,029,600 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該駐車場システムのコールセンター業務及び出動対応について、一体的に管
理が可能である事業者は、当該システム所有会社の関連会社であるアマノマネジ
メントサービス株式会社だけであるため。

都市計画課 厄神駅北駐車場保守点検業務委託 アマノ株式会社　姫路営業所 759,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該駐車場システムの保守点検を行うことができるのは、システム所有会社であ
るアマノ株式会社だけであるため。

都市計画課 屋外広告物簡易除却作業等委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別添のとおり 令和4年4月27日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

市街地整備課 市街地整備課管理地内除草業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別紙「契約単価」 令和4年4月18日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

建築指導課 加古川市簡易耐震診断推進事業業務委託 公益財団法人　兵庫県住宅建築総合センター 別添のとおり 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　本事業は、兵庫県下一律の診断判定基準により実施する必要があり、当基準の
整備及び耐震診断員の養成・指導を行える団体でなければならないため。同団体
は、住宅建築に関する総合的な指導を実施することができる公的機関であり、本事
業の遂行について県下各市町とも同団体を業務委託先として契約を実施してい
る。

住宅政策課 尾上林住宅昇降機保守業務委託 株式会社日立ビルシステム　関西支社 2,653,200 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　詳細点検及び消耗品等の交換を行うにはメーカー独自のノウハウが必要であり、
故障時における原因究明及び迅速かつ確実な機能回復は日立製昇降機の維持
管理に精通した日立ビルシステム関西支社しかできず、同者での１者随契を行うも
の。

会計課 収納済通知書データ化業務委託 株式会社さくらケーシーエス 別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該業務を行うためのシステムを（株）さくらケーシーエスが保有しており、同事業
者でなければ業務を履行することができないため。

消防本部総務課 防災センター建物保守管理業務委託 ニッケ不動産株式会社　加古川営業所 4,435,200 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第8号）
　令和４年３月16日（水）に指名競争入札（４者参加）を実施したところ、再度の入札
においても最低入札金額が予定価格に達していなかったため、入札が不調となっ
た。しかし、当該業務は、施設の適正な維持管理に必要不可欠な業務であり、加え
て、令和４年４月１日からの業務開始が業務の性質上、必須であるため。

議事総務課 議会放映事業委託 BAN-BANネットワークス株式会社 1,760,000 令和4年4月28日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　平成10年の議会放映開始以来、議会放映は広く市民に定着しており継続して放
送する必要がある。また、加古川市でのケーブルテレビ放映（BAN－BANテレビで
の放映）は、運営事業者であるBAN-BANネットワークス株式会社しかできないた
め。

議事総務課 加古川市議会会議録作成業務委託 神戸綜合速記株式会社 別紙「契約単価」 令和4年4月26日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　本市の入札参加資格者で、会議録作成業務について業種登録がある８者のう
ち、契約の履行が見込める６者を選定したが、６者中５者より辞退届の提出があっ
た。辞退届の提出があった業者から辞退理由を聞き取ったところ、要員不足や他
の業務の兼ね合いもあり、納期までの契約履行が見込めないとのことであった。ま
た、指名しなかった２者中１者は指名拒否のため、他に契約の履行が見込める業
者がおらず、残る２者から見積書を徴し随意契約を行う。

議事総務課 本会議場放送設備等保守点検業務委託
株式会社レスターコミュニケーションズ  近畿
営業所

550,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　本会議場放送設備等の各機器を作動させるためのシステムを製作しており、機
器の構造等を熟知している。システムと機器とを一体的に保守することができるの
は、同者だけであるため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

教育総務課 学校園維持管理業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

教育総務課 幼稚園消毒業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

4,382,400 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

教育総務課 学校園薬剤散布業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

3,052,500 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

学務課 令和４年度児童生徒等健康診断業務委託 公益財団法人　加古川総合保健センター 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　学校保健安全法施行規則第５条の規定により毎学年６月30日までに全学校園で
健診を実施することとなっており、大量の検診用物品の配送、検体の回収及び検
査の実施が必要となるが、市内の入札参加有資格者で同様のサービスを実施でき
る機関が他にないため。

学務課 令和４年度学校園検診用器具滅菌消毒業務委託
鴻池メディカル株式会社　西日本事業部　兵
庫営業所

別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　学校保健安全法施行規則第５条の規定により毎学年６月30日までに全学校園で
検診を実施することとなっており、大量の検診用物品の滅菌・消毒、配送・回収が
必要となるが、近隣の登録業者で同様のサービスを実施できる機関が他にないた
め。

学務課 牛乳紙パック回収業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

社会教育課
加古川市立加古川公民館エレベーター保守点検業務
委託

株式会社日立ビルシステム　関西支社 1,544,400 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　日立製のエレベーターの保守点検業務であり、点検にあたってメーカー独自の知
識や技術が必要となり、競争入札に適さないため。

社会教育課 加古川市立公民館植木剪定業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

897,050 令和4年4月15日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

社会教育課 加古川市立公民館管理業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

別紙「契約単価」 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

社会教育課 令和4年度加古川市放課後子ども教室事業委託 ＮＰＯ法人加古川総合スポーツクラブ 4,274,829 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
  ①市内全小学校に活動拠点を持つ②小学校敷地内にクラブハウスを所有し、活
動場所として利用可能③様々な技能を持つ人材確保可能という点から、契約の目
的を達成する全条件を満たす唯一の団体であり、競争入札に適さないため。

社会教育課 令和４年度加古川市家庭教育大学開設委託 加古川市ＰＴＡ連合会 2,180,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　PTAは家庭教育と密接な関わりを持っており、PTAとの協力関係を前提として市
内全域で本事業を実施できるのは、加古川市PTA連合会以外に見当たらないた
め。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

社会教育課
加古川市立志方公民館エレベーター保守点検業務委
託

三菱電機ビルテクノサービス株式会社関西支
社

2,475,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　三菱製のエレベーターの保守点検業務であり、点検にあたってメーカー独自の知
識や技術が必要となり、競争入札に適さないため。

中央図書館 図書館システムハードウェア保守委託
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社　 関西
支社

2,217,600 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該保守業務の製品に関する性能・構造・技術情報に熟知している製造元以外
では業務を遂行することができないため。

中央図書館 図書搬送業務委託
公益社団法人　加古川市シルバー人材セン
ター

1,078,875 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第2項に規定するシルバー人
材センターと役務の提供を受ける契約をするため。

中央図書館 書誌情報作成業務委託 株式会社図書館流通センター 1,867,800 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　現在使用している加古川市の図書館システムは、（株）図書館流通センターが提
供する書誌情報を採用したシステムであり、当該事業者でなければ、追加書誌情
報の更新作業を行えないため。

中央図書館 図書館システムソフトウェア保守委託
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社　 関西
支社

1,584,000 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該保守業務の製品に関する性能・構造・技術情報に熟知している製造元以外
では業務を遂行することができないため。

中央図書館 ＩＣタグ関連機器保守業務委託
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社　 関西
支社

2,068,440 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当該保守業務の製品に関する性能・構造・技術情報に熟知している製造元以外
では業務を遂行することができないため。

学校教育課 教職員健康診断事業業務委託 公益財団法人　加古川総合保健センター 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　市内３箇所（市内北部、中央部、南部方面の市が指定する施設） で計４～５日間
の巡回集団健診を行い、かつ集団検診が受診できなかった教職員に対し個別に随
時受診を行うことができる事業者が当該事業者以外にないため。

学校教育課 教職員結核検診業務委託 公益財団法人　加古川総合保健センター 別紙「契約単価」 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　市内41学校を検診車で巡回検診するだけでなく、未受診の教職員について距離
的に近い施設で検診が実施できる機関を確保することにより、受診率の向上を図
ることができるため。

学校教育課
学校における医療的ケア児訪問看護業務委託（野口
小）

有限会社ＡＮＰサービス 2,299,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　令和4年3月23日に3者による指名競争入札を実施した結果、2者辞退のため入札
中止となった。入札参加資格者名簿に登載のある事業者で、本業務を実施できる
事業者がほかにないため、唯一応札意思を示した有限会社ＡＮＰサービスと随意
契約を行う。

学校教育課
学校における医療的ケア児訪問看護業務委託（東神
吉南小）

心笑株式会社 1,710,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第8号）
　令和4年3月23日に3者による指名競争入札を実施した結果、1者辞退2者予定価
格超過のため不調となった。入札参加資格者名簿に登載のある事業者で、本業務
を実施できる事業者がほかにないため、最低価格を提示した心笑株式会社と随意
契約を行う。

青少年育成課 加古川市少年団地域活動振興事業委託 加古川市少年団指導者協議会 2,264,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　加古川市少年団指導者協議会は、市内各小中学校少年団の代表者で構成され
ており、地域少年団の協力のもと市内全域で当該事業を円滑に行える唯一の団体
であるため。

青少年育成課 青少年育成事業活動委託 加古川市青少年育成連絡協議会 1,400,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　加古川市青少年育成連絡協議会は、12中学校区の代表で構成されており、各中
学校区の協力のもと加古川市内全域で青少年の健全育成に寄与することができる
唯一の団体であるため。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日 契約の相手方を選定した理由

青少年育成課
加古川市立青少年女性センターエレベーター保守点
検業務委託

三菱電機ビルテクノサービス株式会社関西支
社

778,800 令和4年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
  保守点検対象となる設備の製造者であり、緊急時の対応及び修繕部材の供給等
において有利で、施設の設備を熟知しているため。

教育研究所 Chromebook保守委託業務委託 阪神ケーブルエンジニアリング株式会社 57,500,000 令和4年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　本契約の目的物であるGIGAスクール用端末（Chromebook）は、当該業者が製
造・販売したものを購入しており、故障時の修理・交換等もこの業者でしか対応す
ることができない。ついては、この業者が提供する保守業務を利用することで、効
率的かつ迅速な対応を実施する。



主管課名 委託名 契約単価（税抜）  　　（単位：円）

広報・行政経営課 点字広報かこがわ制作事業委託 制作費　115,000円/回   発行費　344円/部 

人権文化センター 人権文化センター管理業務委託

　(1)平日　 　17時15分まで　　　960円/ｈ
　(2)平日　 　17時15分以降　 　980円/ｈ
　(3)土日祝　17時15分まで　  　980円/ｈ
　(4)土日祝　17時15分以降　 1,080円/ｈ

生活安全課 令和4年度見守りカメラ等移設業務委託

【見守りカメラ移設】地域事情の変更等による移設 　 193,600円
【見守りカメラ移設】共架柱の撤去等による移設　　   100,000円
【車両設置】廃車等による撤去　　　　　　　　　 　　　　　  5,000円
【車両設置】購入等による設置　　　　　　　　　　　　　　 20,000円

環境保全課 犬の登録等事務委託
犬の登録事務手数料の徴収事務　　　　　　　  ：600円/頭
狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収事務 ：110円/件

環境第１課 不法投棄物回収業務委託 21,340円/回

環境第１課 分別基準適合物（市町村負担分）再商品化の業務委託
①ガラスびん(無色) 単価額 5.1円／㎏ 市町村負担比率 4％
②ガラスびん(茶色) 単価額 7.2円／㎏ 市町村負担比率 12％
③ガラスびん(その他) 単価額 23.6円／㎏ 市町村負担比率 8％

環境第１課 令和4年度使用済み乾電池等の処理・処分委託 73円/kg

環境第１課 令和4年度使用済み乾電池等の運搬委託
資源化センターからJR姫路貨物駅まで  13,500円/回
JR姫路貨物駅から広域回収・処理センターまで  126,100円/回

環境第１課 令和4年度使用済み蛍光管等の運搬委託

資源化センターから関西工場までの運搬  40,000円/回
関西工場から資源化センターまでの空容器引取り 15,000円/回
関西工場での積卸作業 6,000円/回
関西工場から広域回収・処理センターまでの運搬 31.4円/kg

環境第１課 粗大ごみ処理手数料収納事務委託 30円/枚

環境第１課 蛍光管・乾電池・ライター・紙類等収集運搬の業務委託 蛍光灯・乾電池・ライター　24,134円/日　　紙類 16,148円/日

環境第１課 加古川市排出産業廃棄物処理業務委託（処理・処分）

廃蛍光管処分費                             　　   280円/kg
廃乾電池処分費　（アルカリ・マンガン電池）　 250円/kg
廃乾電池処分費　（ボタン電池）           　 　　500円/kg
廃乾電池処分費　（リチウム電池）        　 　1,000円/kg"

別紙「契約単価」



主管課名 委託名 契約単価（税抜）  　　（単位：円）

環境第２課 令和4年度一般廃棄物（し尿）搬送業務委託 従量制単価額　20円/10㍑

環境第２課 令和4年度一般廃棄物（し尿）収集運搬業務委託契約
（1）従量制単価額　70円/10㍑
（2）仮設便所単価額　3,600円/基

環境第２課 令和４年度一般廃棄物（し尿）臨時収集運搬業務委託 従量制単価額　70円/10㍑

環境第２課 合併浄化槽設置完了検査業務委託 12,500円/基

環境施設課 最終処分場他水質等検査業務委託

地下水全項目 　　　　　　 　　　84,550円／検体
ダイオキシン類  　　　　　　　　 46,190円／検体
塩化物イオン   　　  　　　　　　　　840円／検体
導電率　　　　　　　　　　　　　　 　　240円／検体
磐東第２不燃物最終処分場・都染最終処分場・新都染最終処分場保有水　　　　　118,210円／検体
発生ガス及び孔内温度　　 15,840円／処分場
下水道受入基準 　　　　　 　　161,540円／検体

環境施設課 一般廃棄物埋立処分委託（フェニックス） 11,110円/ｔ（税込）

高齢者・地域福祉課 かこがわウェルピーポイント巡回業務委託 3,000円/団体

介護保険課 介護保険料納付額決定通知書作成及び圧着業務委託 通知書作成　14.50円/枚、圧着業務　7.00円/枚

介護保険課 要介護認定等調査業務委託

5,000円/件（在宅・機械）
4,000円/件（在宅・手書）
3,000円/件（施設内）
※対象者の居所により、随時契約予定

介護保険課 要介護認定等調査業務委託（指定市町村事務受託法人） 7,000円/件

地域医療課 令和４年度高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託

（一社）加古川医師会
　接種者 自己負担無　：8,336円/回
　接種者 自己負担有　：4,336円/回
　予診のみ              　：1,375円/回
　予防接種管理運営費：　　38円/回
（一社）高砂市医師会、（一社）明石市医師会
　接種者 自己負担無　：8,336円/回
　接種者 自己負担有　：4,336円/回
　予診のみ              　：1,375円/回
秋澤診療所、加古川ともながクリニック、かわぐち腎泌尿器科・内科クリニック、さつき診療所
　接種者 自己負担無　：7,750円/回
　接種者 自己負担有　：3,750円/回
　予診のみ　　　　　　　 ：1,375円/回



主管課名 委託名 契約単価（税抜）  　　（単位：円）

新型コロナワクチン接種
推進課

新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務委託（市民会館）

①人件費相当
　　開館日の時間外　　 5,000円/人・時間
　　休館日　　　　  　　　 5,400円/人・時間
②施設管理費相当　　　 5,000円/日
※ 早朝対応及び休館日に臨時開館を行った場合のみ

新型コロナワクチン接種
推進課

新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務委託（総合文化セン
ター）

①人件費相当
　　開館日の時間外　　 5,000円/人・時間
　　休館日　　　　  　　　 5,400円/人・時間
②施設管理費相当　　　 5,000円/日
 ※ 早朝対応及び休館日に臨時開館を行った場合のみ

新型コロナワクチン接種
推進課

新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務委託（日岡山体育
館）

①人件費相当
　　開館日の時間外　　 5,000円/人・時間
　　休館日　　　　  　　　 5,400円/人・時間
②施設管理費相当　　　20,000円/日
※ 早朝対応及び休館日に臨時開館を行った場合のみ

新型コロナワクチン接種
推進課

新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務委託（総合体育館）

①人件費相当
　　開館日の時間外　　 5,000円/人・時間
　　休館日　　　　  　　　 5,400円/人・時間
②施設管理費相当　　　20,000円/日
 ※ 早朝対応及び休館日に臨時開館を行った場合のみ

市民健康課 令和４年度がん検診無料受診券等作成及び封入封緘業務委託

【がん検診無料受診券等作成】
　①子宮頸がん検診無料受診券：178円/件
　②乳がん・肝炎ウイルス検診無料受診券：180円/件
　③肝炎ウイルス検診無料受診券：158円/件
　④がん検診手帳：118円/件
　⑤案内文（肝炎）：30円/件
　⑥案内文（子宮頸がん）：53円/件
　⑦案内文（乳がん））：47円/件
　⑧チラシ（検診）：24円/件
　⑨チラシ（65歳）：30円/件
　⑩発送用窓あき封筒：37円/件
　⑪発送用窓なし封筒：35円/件
【封入封緘】
　Ａ）子宮頸がん（①＋④＋⑥＋⑧）：120円/件
　Ｂ）乳がん・肝炎（②＋④＋⑤＋⑦＋⑧）：127円/件
　Ｃ）肝炎（③＋⑤＋⑧）：118円/件
　Ｄ）65歳（⑧＋⑨）：41円/件



主管課名 委託名 契約単価（税抜）  　　（単位：円）

市民健康課 令和４年度子宮がん個別検診業務委託

※契約単価は税込
【新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業対象者】
①子宮頸部がん（自己負担なし）：9,807円
②子宮頸・体部がん（体部自己負担なし）：17,399円
③子宮頸・体部がん（体部自己負担あり）：16,899円
【新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業対象者以外】
①子宮頸部がん（自己負担なし）：9,707円
②子宮頸部がん（自己負担あり）：8,207円
③子宮頸・体部がん（自己負担なし）：17,299円
④子宮頸・体部がん（自己負担あり）：15,299円
⑤子宮体部がん：12,150円

市民健康課 令和４年度歯周病検診業務委託
※契約単価は税込
5,220円（自己負担無）
3,720円（自己負担有）

国民健康保険課 令和４年度健診受診票等封入封緘業務委託

【封入封緘】
A）特定健診（40-64歳分）
　  特定健診（65-74歳分）
19.00円
B）特定健診（75歳到達者）
15.00円
C）後期高齢者健診
15.00円

◎ＡＢ：給付係、Ｃ：後期高齢医療係

国民健康保険課 令和4年度診療報酬明細書審査点検等業務委託 0.99円/枚

国民健康保険課
令和４年度加古川市国民健康保険料納付通知書糊ブッキング及び
封入封緘等業務委託

納付通知書（一般納付用）55円/枚、口座振替用40円/枚、特別徴収用44円/枚、発送用封筒11.5円/
枚

国民健康保険課 令和４年度特定健康診査（個別健診）委託
基本健診：8,657円/人、血液検査：231円/人
心電図検査：1,430円/人、眼底検査：1,276円/人

国民健康保険課 令和４年度後期高齢者健康診査（個別健診）業務委託 基本的な健診 8,657円/件

国民健康保険課 令和４年度特定健康診査（集団健診）委託
基本健診：7,788円/人、血液検査：231円/人
心電図検査：1,430円/人、眼底検査：1,276円/人

国民健康保険課 令和４年度後期高齢者健康診査（集団健診）業務委託 基本的な健診　7,788円/件



主管課名 委託名 契約単価（税抜）  　　（単位：円）

国民健康保険課 令和４年度後期高齢者歯科健診業務委託 4,850円/件

医療助成年金課 令和４年度医療費受給者証封入封緘業務委託 封筒10円/枚、医療費受給者証封入封緘18円/枚

育児保健課 加古川市妊婦歯科健康診査業務委託 個別健診 4,720円/人

幼児保育課 加古川市立鳩里保育園園児送迎車両整理業務委託 1,056円/h

公園緑地課 権現総合公園内キャンプ場施設管理等業務委託 980円/ｈ

公園緑地課 樹木病害虫防除業務委託Ａ（Ｒ４） 薬剤散布86,000円/日、周知チラシ配布・回収2,600円/日

公園緑地課 樹木病害虫防除業務委託Ｃ（Ｒ４） 薬剤散布86,000円/日、周知チラシ配布・回収2,600円/日

公園緑地課 加古川河川敷緑地災害時施設撤去等業務委託Ａ（Ｒ４） 移動式トイレ　52，000円/基

公園緑地課 加古川河川敷緑地災害時施設撤去等業務委託Ｃ（Ｒ４） 移動式トイレ　52,000円/基、シェルター37,000円/基

公園緑地課 樹木病害虫防除業務委託Ｂ（Ｒ４） 薬剤散布　86,000円/日、周知チラシ配布・回収2,600円/日

公園緑地課 加古川河川敷緑地災害時施設撤去等業務委託Ｂ（Ｒ４） 移動式トイレ　52,000円/基

公園緑地課 加古川市日光山墓園施設管理等業務委託 980円（12/29～31は1,225円）/ｈ

道路建設課 先行取得用地維持補修事業委託（道路係） 草刈45.0円/㎡、片付け35.0円/㎡、除草剤60.8円/㎡

道路建設課 先行取得用地維持補修事業委託
草刈45.0円/㎡、片付け35.0円/㎡、人力除草180.0円/㎡、除草剤（一般雑草）17.5円/㎡、
除草剤（スギナ）60.8円/㎡、殺虫剤150.0円/㎡

市街地整備課 市街地整備課管理地内除草業務委託
草刈・乾燥処理　80円/㎡
一般ごみ収集・運搬・処理　80円/㎡

会計課 収納済通知書データ化業務委託

サービス基本料　　　　　　　　 　 １ヶ月　440,000円
配送関連費用　　　　　　　　  　　１ヶ月　250,000円
ＯＣＲ読取費用　　　　　　　　　 　  １件          8円
非ＯＣＲパンチ費用　　　　　　　 　 １件　　　　22円
仕分費用　　　　　　　　　　　　　　  １件　　　  7.5円
非ＯＣＲバッチカード作成費用　   １件　    　28円
バッチカード費用                   　１枚　        8円



主管課名 委託名 契約単価（税抜）  　　（単位：円）

議事総務課 加古川市議会会議録作成業務委託
第一稿納期20日以内　1時間　　8,000円
第一稿納期10日以内　1時間　　8,800円
第一稿納期 ４日以内　1時間　10,000円

選挙管理委員会事務局
参議院議員通常選挙に係る期日前投票所・当日投票所受付等業務
委託

印刷業務：お知らせ券@2.00円　市内用封筒@5.00円　封入封緘@4.50円　ダンボール@250.0円

選挙管理委員会事務局
加古川市長及び加古川市議会議員選挙に係る期日前投票所・当日
投票所受付等業務委託

期日前投票所受付（リーダー）1,484円/ｈ、期日前投票所受付（一般）1,330円/ｈ、事前研修 1,260円/
ｈ、当日投票所受付1,300円/ｈ、当日投票所（８H超）1,625円/ｈ

選挙管理委員会事務局 参議院議員選挙お知らせ券封入封緘に関する業務委託
印刷業務：お知らせ券@2.00円　区内用封筒@5.00円　別納封筒@5.00円　封入封緘＠4.50円　チラシ
同封＠20.0円　ダンボール@250.0円

選挙管理委員会事務局
加古川市長及び加古川市議会議員選挙のお知らせ券封入封緘に関
する業務委託

印刷業務：お知らせ券@2.00円　市内用封筒@5.00円　封入封緘@4.50円　ダンボール@250.0円

教育総務課 令和４年度加古川市廃プラスチック処理業務委託 40円/kg

教育総務課 学校園維持管理業務委託
従事者1人1時間あたり　　　　　　 1,500円
ごみ処理施設への１往復あたり　3,000円
ごみ処理代１ｋｇあたり　               13円

学務課 令和４年度児童生徒等健康診断業務委託

心臓検診①心電図（12誘導+心音図）：2,340円/人②心電図検査（12誘導）：1,240円/人　腎臓検診①
一次検尿（蛋白・潜血・糖）：690円/人②二次検尿（蛋白・潜血・糖・白血球・比重・細菌）890円/人③糖
二次検査（計測・血圧・血液検査・尿検査）3,390円/人④糖二次検査※6歳未満（計測・血圧・血液検
査・尿検査）3,590円/人

学務課 令和４年度学校園検診用器具滅菌消毒業務委託 歯鏡：32円/本　鼻鏡：70円/本　舌圧子等：25円/本　耳鏡：25円/本

学務課 牛乳紙パック回収業務委託 27,240円/日

社会教育課 加古川市立公民館管理業務委託

【曜日別単価】
・平日17時15分まで　1,056円　・平日17時15分以降　1,078円
・土曜日、日曜日、国民の休日17時15分まで　1,078円
・土曜日、日曜日、国民の休日17時15分以降　1,188円

少年自然の家 野外活動センター ふれあいの森宿泊館宿直業務委託 8,140円/日



主管課名 委託名 契約単価（税抜）  　　（単位：円）

学校教育課 教職員健康診断事業業務委託

基本診査（血圧・視力・計測・腹囲）　　　　　　 　　500円
尿検査                                            　　　　200円
胃部検診（胃部デジタルＸ線８方向撮影）　　　　5,860円
血液検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,860円
心電図検査（標準１２誘導）　　　　　　　　　　　　1,040円
大腸がん検査（便潜血検査２回法）　　　　　　　1,380円
大腸がん検査（便潜血検査１回法）　　　　　　　1,060円
眼底検査（無散瞳カメラによる左方眼撮影）　　1,700円
情報機器作業健康診断　　　　　　　　　　　　　　2,450円
聴力検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　320円
内科診察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,120円

学校教育課 教職員結核検診業務委託
胸部Ｘ線検査（デジタル撮影） 　1,680円
胸部精密検査
     喀痰検査                       3,320円


