
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

政策企画課 加古川市ウェルカムペーパー編集印刷等業務委託
株式会社ロータリービジネス　神戸営業
所

473,000 令和4年6月6日

環境施設課 都染最終処分場植林地区樹木防除・除草業務委託 株式会社創美 737,000 令和4年6月16日

環境施設課 加古川市新クリーンセンター解体撤去工事監理業務委託 株式会社環境技術研究所 22,000,000 令和4年6月20日

高齢者・地域福祉課
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付受付等業務
委託

株式会社ＪＴＢ　姫路支店 6,580,512 令和4年6月17日

地域医療課 旧加古川夜間急病センター備品撤去業務委託 吉田実業株式会社 968,000 令和4年6月17日

営繕課 旧水道局庁舎解体設計に伴う石綿調査業務委託 エヌエス環境株式会社　西日本支社 2,926,000 令和4年6月8日

営繕課 日岡山公園便所石綿調査業務委託 株式会社ＭＣエバテック　分析事業部 550,000 令和4年6月7日

公園緑地課 権現総合公園施設整備事業者選定支援業務委託
玉野総合コンサルタント株式会社
神戸事務所

5,918,000 令和4年6月14日

公園緑地課 日岡山公園民間活力導入支援業務委託
玉野総合コンサルタント株式会社
神戸事務所

12,463,000 令和4年6月28日

道路保全課 志方地区道路除草委託 株式会社稗田建設 5,060,000 令和4年6月7日

治水対策課 河川環境整備（河川美化）委託（B 地区） 株式会社福谷建設 6,028,000 令和4年6月27日

治水対策課 河川環境整備（河川美化）委託（A 地区） 京庭園カクリン有限会社 13,090,000 令和4年6月27日

治水対策課 道路・水路占用システム構築業務委託 株式会社パスコ　神戸支店 7,755,000 令和4年6月23日

都市計画課 用途地域等見直し調査業務委託 株式会社かんこう　神戸支店 2,926,000 令和4年6月17日

市街地整備課 駅北出来形確認測量業務委託
玉野総合コンサルタント株式会社
神戸事務所

3,685,000 令和4年6月29日



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日

まちづくり指導課 西牧地区田園まちづくり支援業務委託（その１）
株式会社地域計画建築研究所　大阪事
務所

2,090,000 令和4年6月7日

学校施設課 幼稚園（全１６園）建築設備定期点検業務委託 Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ’ｓ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｏｆｆｉｃｅ　ＳＨＯ 1,067,000 令和4年6月13日

学校施設課 中学校（全１２校）建築設備定期点検業務委託 Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ’ｓ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｏｆｆｉｃｅ　ＳＨＯ 1,067,000 令和4年6月13日

学校施設課 小学校（全２８校）建築設備定期点検業務委託 Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ’ｓ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｏｆｆｉｃｅ　ＳＨＯ 2,607,000 令和4年6月13日

学校施設課 小学校（全２８校）防火設備定期点検業務委託 有限会社圓商 550,000 令和4年6月16日

文化財調査研究センター
令和４年度中津水足線外１線道路改良事業（大野バイパス）に伴
う美乃利遺跡出土遺物等整理業務委託

株式会社アコード　神戸営業所 5,797,000 令和4年6月30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

職員課 令和４年度各種感染症予防接種業務委託 医療法人社団松本会松本病院 別紙「契約単価」 令和4年6月6日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　予防接種は医療機関で実施のため、職員が通院できる近隣の病院での入札参
加登録業者が２者しかなく、その性質が競争入札に適しないため。

管財課 加古川市役所北館管理業務委託 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6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。

管財課
加古川市役所北館冷暖房機器保守点検業務委託（１
～３階）

日本ピーマック株式会社　大阪支店 629,970 令和4年6月22日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第8号）
　本案件は6月7日に３者による入札を実施し、１回目は１者辞退及び２者が予定価
格超過、２回目は１者辞退、もう１者は１回目の入札金額を上回る金額であったた
め無効とし、予定価格超過により不調となった。
当業務は冷房運転の開始(6月中旬)までに1回目の点検を行う必要があるため、早
急に受注者を決定する必要があるため、今回の入札において最も低い価格を提示
した日本ピーマック株式会社大阪支店と随意契約を行う。

資産税課 令和４年度時点修正鑑定業務委託（令和５年度向け） 公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会 8,155,840 令和4年6月14日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
   業務の元となる土地鑑定業務（令和元年度履行）は、市内の地価公示価格や地
価調査価格の算定に携わっている等、当市及び近隣市町の不動産価格に精通し
た不動産鑑定士でなければならず、また、算定箇所数及び近隣市町との調整を鑑
みると、最低でも６名以上の不動産鑑定士が必要であり、この条件を満たす業者･
団体は公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会のみであることから、同協会と随意
契約をしている。
今回実施する令和５年度向け時点修正鑑定業務は、上記土地鑑定業務(以下、本
鑑定)の成果品である鑑定価格に時点修正を加えるものであり、本鑑定の手法と整
合性を保つ必要がある。
　よって、本鑑定の委託業者以外では当該委託業務を遂行することができないた
め、公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会と随意契約を行う。

市民活動推進課 市民交流ひろば清掃業務委託 株式会社加古川ヤマトヤシキ 2,130,700 令和4年6月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　市民交流ひろばは、カピル21ビルの一部を賃借し設置しているが、当該ビルの維
持管理については株式会社加古川ヤマトヤシキが一括して行っていることから、他
の事業者では業務を履行することができないため。

スポーツ・文化課 令和４年度カヌーＰＲイベント業務委託 一般社団法人カヌーホーム 3,240,000 令和4年6月6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、カヌーという特殊な分野であり、そのカヌーに関する有名人の招聘
や体験会等を行うものである。一般社団法人カヌーホームは、昨年度の開催実績
があるうえに、加古川市入札参加資格を有する事業者の中で、カヌーイベント等を
取り扱う唯一の事業者であり、また、当該事業者は関係団体等との連絡及び調整
を効率的・効果的に行うことができ、多くの関連資材やノウハウを有することから安
心・安全な運営が可能であるため。

スポーツ・文化課
加古川市立総合体育館及び加古川運動公園陸上競
技場の建築基準法第１２条に基づく定期調査・報告業
務委託

株式会社加古川運動公園市民スポーツサービ
ス

1,430,000 令和4年6月29日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当委託業務は、加古川市立総合体育館及び加古川運動公園陸上競技場の維持
管理業務と不可分な業務であり、当該施設の指定管理者に行わすことが最も合理
的であるため。

産業振興課 加古川まつり事業実施委託 加古川まつり実行委員会 98,000,000 令和4年6月7日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　加古川まつりは単なる事業の実施ではなく、市民や市民団体との協働で実施す
る事業であること、また、花火大会については、関係諸機関で構成する加古川まつ
り実行委員会に委託することで安全・安心に事業を実施することができ、実施体制
を容易に整えることが可能となるため。

国民健康保険課 ADWORLD子ども均等割軽減対応業務 株式会社日立システムズ　関西支社 3,711,400 令和4年6月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　株式会社日立システムズ製システムの改修であり、他の業者では対応不可であ
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

国民健康保険課 令和４年度早期介入簡易検査業務委託 ＫＤＤＩ株式会社　ヘルスケア事業推進部 別添のとおり 令和4年6月28日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　簡易検査キットを使った健診を行っている業者のうち、加古川市の入札参加資格
を有し、かつ仕様を満たした事業が実施可能な業者がＫＤＤＩ株式会社　ヘルスケア
事業推進部のみであるため。

道路建設課 神吉中津線橋梁下部工事（その３）監理業務委託 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター 14,025,000 令和4年6月15日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　神吉中津線橋梁下部工事（その３）は、橋脚数や橋脚基礎の大きさ等、過年度の
工事と比較すると規模の大きい工事であり、また、河川渇水期内に工事を完成させ
るためには、過去の同種業務以上に工程管理を適切かつ迅速に行う必要がある
が、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターは円滑な公共事業の進捗を図る
ために設立された非営利団体であり、兵庫県が発注した加古川河川内の工事にお
いても施工監理の実績があることから、より高度な専門技術及び知識を有する。
　また、本業務においては、業務内容の一つとして設計変更に伴う積算業務が含ま
れており、この積算業務には県の定めた未公開の図書である積算図書を用いる必
要があるため、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターでなければ業務の履
行が困難であるため。

都市計画課 三木鉄道跡地除草作業業務委託 公益社団法人加古川市シルバー人材センター 1,305,920 令和4年6月7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 国包地内除草作業業務委託 公益社団法人加古川市シルバー人材センター 566,324 令和4年6月7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
加古川駅北内外分筆に伴う調査・測量・登記業務委
託

公益社団法人
兵庫県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

2,428,800 令和4年6月30日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　公益社団法人兵庫県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土地家屋調査士法
第６３条の規定に基づき、公共の利益となる事業を行う官公署等による不動産の
表示に関する登記に必要な調査、測量、登記申請等を適正かつ迅速に行い、公共
事業の円滑な実施に寄与することを目的として設立された団体である。また、当該
団体は土地家屋調査士が多数在籍し、官公署の重要な財産について種々の資料
調査、測量、境界立会い、登記まで一貫して行える高い専門性を持つ県下唯一の
公益社団法人である。本委託においては、一筆の土地が土地区画整理事業の施
行地区の内外にわたるときに、その届出とともに、その土地の分割手続きを行うも
のであり、円滑な業務の遂行のためには、過去の経緯や隣接地の状況について熟
知している必要がある。当該団体は平成６年の土地区画整理事業開始時より当該
地において同様の業務を受託し、現地に精通していることから、確実かつ円滑な業
務の遂行が期待できるため、当該団体と随意契約を行う。

建築指導課 定期報告業務委託 公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター 701,884 令和4年6月16日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターは、兵庫県下１２の特定行政庁（県、
市（神戸市除く））の定期報告業務を受託しており、当該団体以外に当該業務を適
切に実施できる者が他にないため。

消防本部総務課 緊急通報システム監視端末等更新業務委託
株式会社富士通ゼネラル　近畿情報通信ネット
ワーク営業部

693,000 令和4年6月28日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　本システムの導入に関して、専用機器等のハードウェア整備やネットワーク回線
の整備については、株式会社富士通ゼネラルが実施したものであり、本件委託業
務は、既存システムの一部分を更新する業務であることから、当該システムの整備
業者である株式会社富士通ゼネラル　近畿情報通信ネットワーク営業部と契約す
ることが妥当である。加えて、保守管理契約の継続には、当該業者によるシステム
の改修が必須であり、仮に他の業者が改修を行った場合に、当該システムの保守
管理が受けられなくなる可能性があり、また他の業者が改修を行い、万が一故障
が発生した場合には、原因の究明も困難となり、復旧までに時間を要することが考
えられ、119番受信業務に影響が出る可能性があることから、システムに関する専
門的な知識及び技術を有する同社と随意契約を行う。



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

選挙管理委員会事務
局

（参議院選挙）選挙管理システムデータセットアップ業
務委託

日本電気株式会社　神戸支社 2,431,000 令和4年6月10日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　現システムの設計・保守の委託業者であり、当該システムを熟知しているため。
また、当業務は独自の知識と技術を要するほか、当該業者でしか本業務を期日前
投票終了から投票日までの短時間で遂行できないため。

農業委員会事務局 農業委員会が行う事務等に関する業務委託 加古川市農業団体連合会 825,975 令和4年6月15日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　当会が年３回発行する「農委だより」を市内全農家へ配布する業務を、市内各地
域の全農家を把握する農業団体長で構成する加古川市農業団体連合会に委託す
る。市内の全農家を把握する団体は他になく、経費も郵送による配布よりも安価と
なり、効率的に業務を実施できるため。

学務課
令和４年度児童生徒脊柱側わん検診及び運動器検
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6月30日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　公益財団法人加古川総合保健センターは、「地域の健康を支える」という経営理
念のもと、保健・医療情報の提供、地域保健及び福祉に関する各種の事業等を実
施し、もって地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的に加古川医師
会と加古川市・稲美町・播磨町の一市二町により設立された公益的な団体である。
　当該業務は児童生徒の脊柱側わん検診及び運動器検診業務を委託するもので
あり、事前調査票による一次検診対象者の抽出後、整形外科医を複数校に派遣し
一次検診対象者の視触診を実施するとともに、脊柱側わん症の二次検診対象者
については、Ｘ線撮影による診断を行うものである。
　脊柱側わん検診及び運動器検診業務については、各学校及び医師との日程調
整等を考慮すると、すべての業務を一括発注することが効率的であり、脊柱側わん
二次検診についても児童生徒が近隣で受診できることが望ましい。
　また、この業務は専門性が高い分野に関する業務であり、各医療機関と連携を
はかりながら実施する必要があり、検診対象者にとっても地理的条件がよく、すべ
ての業務を実施できる団体はほかにないため公益財団法人加古川総合保健セン
ターと随意契約を行う。



主管課名 委託名 契約単価（税抜）  　　（単位：円）

職員課 令和４年度各種感染症予防接種業務委託

１）B型肝炎予防接種（1回目）6,205円
２）B型肝炎予防接種（2回目及び3回目）4,205円
３）破傷風予防接種（初回接種1回目、追加接種）4,575円
４）破傷風予防接種（初回接種2回目及び3回目）2,575円

管財課 加古川市役所北館管理業務委託 980円/時

学務課 令和４年度児童生徒脊柱側わん検診及び運動器検診業務委託

脊柱・側わん検診
①一次検診：630円／人、②二次検診：2,390円／人、③継続管理者画像データ提供：550円／人
運動器検診
①事前調査：250円／人、②一次検診：600円／人

別紙「契約単価」


