
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（税込）

（単位：円）
契約日

政策企画課 令和２年度加古川市市民意識調査業務委託
株式会社サーベイリサーチセンター
大阪事務所

1,045,000 令和2年7月16日

総務課 令和２年国勢調査用品の保管・仕分・運搬業務委託 日本通運株式会社　神戸支店 3,278,000 令和2年6月24日

総務課 令和２年国勢調査コールセンター業務に係る人材派遣業務 株式会社マインズ 2,097,274 令和2年7月8日

人事課 令和２年度ストレスチェック業務委託契約 シー・システム株式会社 別紙「契約単価」 令和2年7月7日

管財契約課 加古川市庁舎特定建築物定期点検業務委託
日本管財株式会社兵庫本部姫路営業
所

6,033,500 令和2年6月29日

資産税課
令和３年度向け固定資産土地システム評価業務（令和２年度分）及
び令和３基準年度路線価算定業務委託

朝日航洋株式会社　神戸支店 17,600,000 令和2年7月8日

資産税課 令和２年度土地家屋図修正業務委託 株式会社パスコ　神戸支店 6,292,000 令和2年7月10日

国民健康保険課
令和２年度加古川市国民健康保険被保険者証等の封入封緘等業
務

東洋印刷株式会社　神戸営業所 別紙「契約単価」 令和2年6月29日

農林水産課 志方町（善念）地区用地登記業務委託 株式会社ゆうひ 2,860,000 令和2年7月30日

公設地方卸売市場 加古川市公設地方卸売市場 前処理槽管理業務委託 白瀬浚渫興業株式会社 3,088,800 令和2年6月19日

環境政策課 悪臭物質分析委託 サイエンスマイクロ株式会社 451,000 令和2年7月3日

クリーンセンター いずみプラザ芝生管理業務委託 緑地建設株式会社 3,454,000 令和2年6月3日

リサイクルセンター 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 528,000 令和2年6月11日

高齢者・地域福祉課 加古川市地域福祉計画策定業務委託契約 株式会社地域社会研究所 1,527,900 令和2年6月4日

こども療育センター 加古川市立こども療育センター空調機フロン点検業務委託契約 株式会社タナカレイダン 484,000 令和2年6月16日



主管課名 名称 契約業者名
契約金額（税込）

（単位：円）
契約日

営繕課 （仮称）休日・夜間急病センター新築工事に係る工事監理業務委託 株式会社山田綜合設計 12,650,000 令和2年7月2日

公園緑地課 公園施設長寿命化計画策定業務委託
中央コンサルタンツ株式会社　神戸事
務所

16,137,000 令和2年6月17日

公園緑地課 加古川市日光山墓園樹木伐採・剪定業務委託 前川造園土木株式会社 528,000 令和2年7月14日

道路保全課 街路樹維持管理委託Ａ 京庭園カクリン有限会社 7,700,000 令和2年6月2日

道路保全課 街路樹維持管理委託Ｅ 前川造園土木株式会社 5,005,000 令和2年6月2日

道路保全課 街路樹維持管理委託Ｉ 京庭園カクリン有限会社 8,030,000 令和2年6月2日

道路保全課 街路樹維持管理委託Ｋ 前川造園土木株式会社 5,115,000 令和2年6月2日

道路保全課 街路樹維持管理委託Ｃ 株式会社髙田造園土木 7,260,000 令和2年6月3日

道路保全課 街路樹維持管理委託Ｄ 城山造園土木有限会社 5,170,000 令和2年6月3日

道路保全課 街路樹維持管理委託Ｈ 別府造園土木有限会社 4,620,000 令和2年6月3日

道路保全課 街路樹維持管理委託Ｊ 城山造園土木有限会社 5,390,000 令和2年6月3日

道路保全課 街路樹維持管理委託Ｌ 別府造園土木有限会社 6,930,000 令和2年6月3日

道路保全課 街路樹維持管理委託Ｂ 兵庫造園土木株式会社 8,140,000 令和2年6月4日

道路保全課 街路樹維持管理委託Ｆ 森田園芸 6,435,000 令和2年6月4日

道路保全課 街路樹維持管理委託Ｇ 森田園芸 7,150,000 令和2年6月4日

道路保全課 志方地区道路除草委託 株式会社播陽 4,840,000 令和2年6月9日

道路建設課 市道西牧横大路線道路改良事業に伴う用地測量業務委託 株式会社播磨設計コンサルタント 4,400,000 令和2年6月18日



主管課名 名称 契約業者名
契約金額（税込）

（単位：円）
契約日

道路建設課 神吉中津線道路改良事業に伴う物件調査業務委託（その２）
株式会社三和綜合コンサル　姫路支
店

946,000 令和2年7月14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 12,430,000 令和2年6月12日

治水対策課 河川環境整備（河川美化）委託（Ｂ地区） 加古川環境整美協会 8,800,000 令和2年7月1日

市街地整備課 駅北街区点等測設業務委託 株式会社播磨設計コンサルタント 418,000 令和2年6月11日

市街地整備課 景観まちづくりコンサルタント派遣業務委託（寺家町1丁目地区）
株式会社都市・計画・設計研究所
神戸事務所

3,520,000 令和2年6月12日

開発指導課 里地区田園まちづくり支援業務委託（その２） 株式会社都市調査計画事務所 3,410,000 令和2年6月30日

教育総務課 小学校（全２８校）建築設備定期点検業務委託 Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ’ｓ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｏｆｆｉｃｅ　ＳＨＯ 3,069,000 令和2年6月22日

教育総務課 小学校（全２８校）防火設備定期点検業務委託 ハリマ防災 1,669,800 令和2年6月23日

教育総務課 加古川市立浜の宮幼稚園引越業務委託 株式会社サカイ引越センター 607,200 令和2年6月24日

教育総務課 中学校（全１２校）建築設備定期点検業務委託 株式会社兵庫確認検査機構 1,240,800 令和2年6月25日

教育総務課 中学校（全１２校）防火設備定期点検業務委託 有限会社圓商 517,000 令和2年6月25日

教育総務課 幼稚園（全１６園）建築設備定期点検業務委託 株式会社兵庫確認検査機構 1,302,400 令和2年6月25日

教育総務課 加古川養護学校外１校高木及び中低木剪定・伐採業務委託 株式会社髙田造園土木 1155000 令和2年7月21日

学務課 栄養管理システム構築業務委託契約 大西事務株式会社 968,000 令和2年6月10日

学務課
①学校給食用グリストラップ清掃及び産業廃棄物収集運搬業務委託
②学校給食用グリストラップに係る産業廃棄物処分業務委託

①播磨環境管理センター株式会社
   加古川支店
②株式会社ダイセキ　関西事業所

1,375,000

（①572,000、
②803,000）

令和2年6月17日

学務課
①水処理施設の洗浄及び汚泥の収集運搬業務委託
②水処理施設にかかる汚泥の処分業務委託

①播磨環境管理センター株式会社
   加古川支店
②株式会社ダイセキ　関西事業所

1,188,000

（①418,000、
②770,000）

令和2年6月17日



主管課名 名称 契約業者名
契約金額（税込）

（単位：円）
契約日

学務課 給食室排気孔等洗浄業務委託 有限会社陵和冷熱工業 653,400 令和2年6月26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
（税込）

契約日 契約の相手方を選定した理由

政策企画課 加古川市クラウドファンディング活用等支援業務委託 株式会社フューチャーリンクネットワーク 9,460,000 令和2年7月31日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第8号）
加古川市クラウドファンディング活用等支援業務委託の実施にあたって
は、５者を指名し入札を実施しようとしたが、４者が入札を辞退したため、
入札を中止した。契約事務を進めるにあたり、受託可能な事業者の有無
を調査するため、ふるさと納税事務の代行等を業務領域としている事業
者に対してヒアリングを実施した。その結果、仕様書に掲げる業務内容
（特に「補助制度の広報・周知」「相談・問合せへの対応」）の履行や事業
の実施体制の構築が困難とのヒアリング結果が得られたため、競争入
札に付しても応札者がない状況を考慮したうえで、業務目的の達成に向
けて全ての条件を満たす株式会社フューチャーリンクネットワークと契約
を締結する。

情報政策課 住民情報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 7,337,000 令和2年7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、現在、導入している住民情報システムに改修を加えるもの
であり、システム導入事業者である(株)日立システムズでなければ業務
を遂行できないため。

情報政策課 地理情報システム構築運用委託 株式会社パスコ神戸支店 8,332,500 令和2年7月6日
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)
地理情報システム構築運用業務プロポーザルを実施した結果、第１位と
なった事業者であるため。

資産税課 令和２年度時点修正鑑定業務（令和３年度向け）委託 公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会 8,131,200 令和2年6月8日

(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)
令和３年度向け時点修正鑑定業務は、令和元年度に履行した土地鑑定
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。

収税課 住民情報システムスマホ決済対応システム改修業務 株式会社日立システムズ　関西支社 1,980,000 令和2年6月30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（株）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 住基ネットＳＥ保守委託 株式会社日立システムズ　関西支社 756,250 令和2年7月31日
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)
作業対象である端末の構築を行った事業者でなければ、作業実施が不
可能なため。

国民健康保険課 基幹系業務システム（ADWORLD）改修業務委託 株式会社日立システムズ　関西支社 22,566,500 令和2年6月3日
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)
本業務は株式会社日立システムズが開発したシステムの改修業務であ
り、他の業者がシステム改修を行うことは技術的に困難であるため。

国民健康保険課 基幹系業務システム（ADWORLD）改修業務 株式会社日立システムズ　関西支社 4,041,400 令和2年6月12日
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)
本業務は株式会社日立システムズが開発したシステムの改修業務であ
り、他の業者がシステム改修を行うことは技術的に困難であるため。

国民健康保険課 基幹系業務システム（ADWORLD）改修業務 株式会社日立システムズ　関西支社 5,461,500 令和2年6月12日
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)
本業務は株式会社日立システムズが開発したシステムの改修業務であ
り、他の業者がシステム改修を行うことは技術的に困難であるため。

国民健康保険課 令和２年度特定健康診査（個別健診）業務委託契約 一般社団法人　加古川医師会 別紙「契約単価」 令和2年6月15日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
個別健診による特定健診については協力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。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（税込）

契約日 契約の相手方を選定した理由

国民健康保険課 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2年6月23日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号） 
当業務は教室の開催に加え、医療受診・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唯一の保健機関である加
古川総合保健センターを選定した。

国民健康保険課
令和２年度後期高齢者健康診査（集団健診）業務委
託契約

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2年6月23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２年度特定健康診査（集団健診）業務委託契約 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2年6月23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２年度後期高齢者健康診査（個別健診）業務委
託契約

一般社団法人　加古川医師会 別紙「契約単価」 令和2年6月29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２年度早期介入簡易検査業務 ＫＤＤＩ株式会社ウエルネスマネジメント部 別紙「契約単価」 令和2年7月7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
参加資格を有している業者がＫＤＤＩ株式会社のみであるため。

リサイクルセンター 有害鳥獣駆除業務委託
一般社団法人　兵庫県猟友会加古川西
支部

550,000 令和2年6月22日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
銃器等を発砲するについての危険性もあり、捕獲区域の地理にも詳し
く、見土呂果樹園をはじめ地元関係者との事前協議（日程調整）を円滑
に行える者が他にいないため。

高齢者・地域福祉課 緊急通報システム運営管理事業委託 大阪ガスセキュリティサービス株式会社 別紙「契約単価」 令和2年6月19日

(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)
契約の目的となるサービスが特定の者でなければ実施することができな
いものであり、その性質又は目的が競争入札に適しないものであるた
め。

健康課 令和２年度健診リーフレット等配布業務委託
公益社団法人加古川市シルバー人材セ
ンター

1,481,700 令和2年6月11日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）
高齢者の雇用の安定等に関する法律第37条に規定するシルバー人材
センターであり、当該業務に係る役務の提供が可能であるため。

健康課 令和２年度健康診査業務委託 一般社団法人加古川医師会 別紙「契約単価」 令和2年6月24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健診業務であり、医学的専門知識
や技術が必要とされ、その性質から競争入札に適さないため。

健康課 令和２年度乳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2年6月26日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
乳がん検診の実施には、マンモグラフィの設置及び医学的に高度な技術
が必要であり、性質及び目的が競争入札には適さないため。
　また、今後の見通しとして、加古川医師会での二重読影体制を整える
ことで、参画できる医療機関が増え、多数の受診者を受け入れることが
できるため。

建築指導課 定期報告業務委託契約
公益財団法人　兵庫県住宅建築総合セン
ター

527,912 令和2年6月11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、他市における定期報告
業務も受託しており、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。



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（税込）

契約日 契約の相手方を選定した理由

消防本部総務課 加古川市東消防署敷地に係る不動産登記業務委託
公益社団法人兵庫県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会

845,900 令和2年6月22日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
本件は、加古川市公共施設等総合管理計画に基づく取り組みの一環で
あり、市有地売却等の工程を踏まえ、来年度の不動産鑑定を視野に入
れ、今年度中に測量から登記までの一連の手続きを完了させる必要が
ある。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、官公
庁が行う公共事業の不動産の表示に関する登記に必要な調査・測量・
登記手続きを適正・迅速に行い、公共事業の円滑な実現に寄与し、もっ
て国民の権利の明確化に資することを目的とする団体である。
また、登記所での資料調査から、境界立会、登記完了まで、専門家であ
る土地家屋調査士が一貫して処理することができ、公共事業に伴う土
地、建物の表示に関する嘱託登記手続き等の処理を事業としている県
下唯一の公益社団法人であるため。

消防本部総務課 中型自動車運転免許教習委託 鹿島興産株式会社播磨自動車教習所 543,350 令和2年6月11日
入札参加有資格者で当該業務を委託できる業者は２者のみであり、３者
での指名競争入札ができないため、２者による見積り合せを実施し、随
意契約を締結する。

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　会長　柿本和
博

840,150 令和2年6月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　「農委だより」について全農家等へ配布する必要があるが、農業委員会
では10a以上の耕作面積がある農家しか把握しておらず、10a未満の耕
作面積の農家を含めた全農家を把握しているのは、各地区の農業団体
長しかない。加古川市農業団体連合会は、各地区の農業団体長で構成
されており、市内にこのような団体は他にないため。その他、経費面でも
郵送等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２年度児童生徒脊柱側わん検診及び運動器検
診業務

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2年6月29日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
当該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、すべての業務を実施できる団体は
ほかにないため。

学校教育課 加古川市中学校体育大会運営事業業務委託 加古川市中学校体育連盟 990,000 令和2年6月22日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
本事業は、加古川市中学校体育連盟が市内中学校の総合体育大会や
新人大会において、選手登録、会場設営、受付、記録等すべての運営を
行っている。当該連盟は、各校の運動部の顧問が連盟役員として参加し
ているため、各種大会の運営を安全かつ円滑に実施することができる市
内唯一の機関であり、他に類似団体もないため。

学校教育課 自然学校推進事業業務委託 加古川市小学校体験活動実行委員会 11,262,400 令和2年7月30日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
本実行委員会が自然学校推進事業を円滑に実施することができるよう、
自然体験活動の実施に必要な準備及び企画等を目的として設立された
委員会であるため。



主管課名 委託名 契約単価（税抜）  　　（単位：円）

人事課 令和２年度ストレスチェック業務委託契約
ストレスチェック　　164円/人
結果説明会　　　20,000円

国民健康保険課 令和２年度加古川市国民健康保険被保険者証等の封入封緘等業務
連続帳票等の封入封緘に関する業務　１件につき　22.00円
発送用封筒の作成に関する業務　　　　１枚につき　  9.20円

国民健康保険課 令和２年度特定健康診査（個別健診）業務委託契約
基本健診：8,602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２年度後期高齢者健康診査（集団健診）業務委託契約 基本的な健診　7,667円／件

国民健康保険課 令和２年度特定健康診査（集団健診）業務委託契約
基本健診：7,667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２年度後期高齢者健康診査（個別健診）業務委託契約 基本的な健診　8,602円／件

国民健康保険課 令和２年度早期介入簡易検査業務

検査キット費：5,478円 
検査キット郵送料：277円 
案内用リーフレット費：5円 
再送検査キット費：5,478円 
再送検査キット郵送費：277円 
結果データ納品費用（セキュリティ便）：3,300円 
結果データ納品費用（ファイルストレージ）：2,200円

高齢者・地域福祉
課

緊急通報システム運営管理事業委託 1,200円/台・月

健康課 令和２年度健康診査業務委託

特定健康診査に準ずる健康診査に係る委託料単価 
　① 基本的な健診 　7,820円 
　② 貧血検査　　　　　210円 
　③ 心電図検査　　 1,300円 
　④ 眼底検査　　　  1,160円

健康課 令和２年度乳がん個別検診業務委託
乳がん検診　10,715円
乳がん検診精度管理研修会　102,875円

学務課 令和２年度児童生徒脊柱側わん検診及び運動器検診業務

脊柱側わん検診 
　　①一次検診：600円／人、②二次検診：2,390円／人、 
　　③脊柱側わん継続管理者画像データ提供：620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」


