
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

管財課 自動ドア開閉装置保守点検業務委託 姫路ナブコ株式会社 2,102,100 令和3年4月1日

管財課 消防設備保守点検業務委託 有限会社圓商 1,056,000 令和3年4月1日

管財課 庁舎警備業務委託 国際ライフパートナー株式会社 95,040,000 令和3年4月1日

管財課 庁舎清掃業務委託 株式会社ＳＩＣ 57,420,000 令和3年4月1日

管財課 庁舎設備管理運転業務委託 株式会社三木美研舎　加古川支店 58,291,200 令和3年4月1日

市民課 加古川市斎場予約システム構築及び運用業務
株式会社ワイイーシーソリューショ
ンズ

1,529,000 令和3年4月1日

人権文化センター
加古川市人権教育及び人権啓発に関する基本計画策定にかか
る市民意識調査等業務

株式会社名豊 748,000 令和3年4月28日

市民活動推進課 加古川市国際交流センター清掃業務委託 錦メンテナンス株式会社 869,000 令和3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 別府造園土木有限会社 4,785,000 令和3年4月1日

尾上市民センター
野口市民センター、平岡市民センター及び尾上市民センター清掃
業務委託

三光クリーン株式会社 8,078,400 令和3年4月1日

公設地方卸売市場 加古川市公設地方卸売市場下水道管清掃業務委託 株式会社豊浦浚渫　加古川支店 1,067,000 令和3年4月1日

公設地方卸売市場 加古川市公設地方卸売市場発泡スチロール収集運搬業務 マツダ株式会社 1,267,200 令和3年4月1日

公設地方卸売市場 加古川市公設地方卸売市場ごみ収集運搬業務 有限会社東洋興産 9,108,000 令和3年4月1日

環境政策課 河川・地下水及び事業場排水水質分析委託 株式会社ＨＥＲ 別添のとおり 令和3年4月1日

環境政策課 海域水質測定委託 株式会社ＨＥＲ 2,860,000 令和3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

環境政策課 環境監視センター警備委託 セコム株式会社　加古川支社 629,640 令和3年4月1日

環境政策課 公衆便所清掃業務委託 株式会社三木美研舎　加古川支店 2,508,000 令和3年4月1日

環境政策課 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

13,200,000 令和3年4月1日

環境政策課 微風向風速計気象計保守点検委託 三協電業株式会社 990,000 令和3年4月1日

環境政策課 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

13,365,000 令和3年4月1日

環境政策課 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

2,838,000 令和3年4月1日

環境第1課 加古川市環境美化センター庁舎保安管理業務 セコム株式会社　加古川支社 625,680 令和3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

1,188,000 令和3年4月1日

環境第１課 小動物収集及び運搬業務 平田商店 5,676,000 令和3年4月1日

環境第１課 不法投棄パトロール及び収集業務委託
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3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 株式会社兵庫分析センター 1,343,320 令和3年4月1日

クリーンセンター 資源化センター機械警備業務 セコム株式会社　加古川支社 689,040 令和3年4月1日

クリーンセンター 焼却灰等運搬業務 株式会社アルファ 別紙「契約単価」 令和3年4月1日

クリーンセンター 竜ヶ池灰埋立最終処分場内埋立整地業務 株式会社田口建設 別紙「契約単価」 令和3年4月1日

クリーンセンター 竜ヶ池処理場運転管理業務 環境化学工業株式会社 9,570,000 令和3年4月1日

リサイクルセンター 加古川市リサイクルセンター樹木管理業務委託 兵庫造園土木株式会社 2,970,000 令和3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

リサイクルセンター 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3年4月1日

生活福祉課 令和3年度生活保護診療報酬明細（レセプト）点検業務 株式会社メディブレーン 452,490 令和3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3年4月24日

介護保険課 令和３年度加古川市介護保険料納付通知書封入封緘業務委託 水三島紙工株式会社　神戸支店 別紙「契約単価」 令和3年4月30日

地域医療課 感染性産業廃棄物収集運搬及び処分業務 株式会社衛生センター 別紙「契約単価」 令和3年4月12日

国民健康保険課 令和３年度診療報酬明細書審査点検等業務
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3年4月1日

国民健康保険課 令和３年度健診受診票等封入封緘業務委託 東洋印刷株式会社　神戸営業所 別紙「契約単価」 令和3年4月2日

国民健康保険課 令和３年度健診受診票等封入封緘業務委託 東洋印刷株式会社　神戸営業所 別紙「契約単価」 令和3年4月2日

国民健康保険課
令和３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

レスター工業株式会社　神戸営業
所

別紙「契約単価」 令和3年4月23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 554400 令和3年4月1日

幼児保育課 環境管理業務委託 株式会社ＳＩＣ 863,500 令和3年4月1日

こども療育センター 加古川市立こども療育センター建物総合管理業務委託 株式会社清光社 8,228,000 令和3年4月1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3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Ａ 京庭園カクリン有限会社 別紙「契約単価」 令和3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 前川造園土木株式会社 別紙「契約単価」 令和3年4月1日

公園緑地課 各公園等維持管理業務委託 加古川環境整美協会 別添のとおり 令和3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

公園緑地課 樹木病害虫防除業務委託Ａ 株式会社栄樹園 別紙「契約単価」 令和3年4月23日

公園緑地課 樹木病害虫防除業務委託Ｂ 京庭園カクリン有限会社 別紙「契約単価」 令和3年4月23日

公園緑地課 樹木病害虫防除業務委託Ｃ 兵庫造園土木株式会社 別紙「契約単価」 令和3年4月23日

公園緑地課 加古川河川敷緑地草刈等業務委託 株式会社福谷建設 13,200,000 令和3年4月28日

公園緑地課 各公園草刈・樹木剪定等業務委託Ｃ 兵庫造園土木株式会社 19,580,000 令和3年4月28日

公園緑地課 各公園草刈・樹木剪定等業務委託Ａ 緑地建設株式会社 20,075,000 令和3年4月30日

公園緑地課 各公園草刈・樹木剪定等業務委託Ｂ 城山開発株式会社　別府事業所 18,260,000 令和3年4月30日

公園緑地課 各公園草刈・樹木剪定等業務委託Ｄ 前川造園土木株式会社 7,678,000 令和3年4月30日

道路保全課 加古川堤防道路除草委託 三宅建設株式会社 6,545,000 令和3年4月1日

道路保全課 川東地区道路除草委託 三宅建設株式会社 4,675,000 令和3年4月1日

道路保全課 道路路面清掃委託 株式会社豊浦浚渫　加古川支店 27,500,000 令和3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 5,280,000 令和3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
姫路営業所

3,300,000 令和3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 2,673,000 令和3年4月1日

治水対策課 泊川水草撤去作業委託 株式会社岡﨑建設 1,265,000 令和3年4月21日

都市計画課
一般国道2号加古川バイパス新在家横断歩道橋昇降設備維持管
理作業委託

神姫バス不動産株式会社 6,050,000 令和3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

住宅政策課 市営住宅簡易専用水道設備清掃保守点検業務委託 株式会社谷商会 660,000 令和3年4月1日

消防本部総務課 自家用電気工作物保安管理業務委託 本部電気設備管理事務所 1,903,000 令和3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 5,390,000 令和3年4月1日

消防本部総務課 展示体験装置保守管理業務委託
株式会社京都システムエンジニア
リング

1,155,000 令和3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 誠水エンタープライズ有限会社 921,800 令和3年4月1日

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

2,016,300 令和3年4月1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 5,324,000 令和3年4月1日

議事総務課
加古川市議会インターネットライブ・録画配信システム構築業務委
託

神戸綜合速記株式会社 462,000 令和3年4月1日

議事総務課 令和３年度 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3年4月26日

選挙管理委員会事務局 兵庫県知事選挙のお知らせ券封入封緘に関する業務 株式会社イセトー　神戸支店 別紙「契約単価」 令和3年4月28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 11,299,200 令和3年4月1日

教育総務課 志方西小学校合併式汚水処理施設管理業務委託 ヘイアンケミカル株式会社 1,958,000 令和3年4月1日

教育総務課 志方中学校合併式汚水処理施設管理業務委託 株式会社東播清掃 2,585,000 令和3年4月1日

教育総務課 志方東小学校合併式汚水処理施設管理業務委託 株式会社ＳＩＣ 2,838,000 令和3年4月1日

教育総務課 上荘小学校合併式汚水処理施設管理業務委託 有限会社エコクリーン 3,168,000 令和3年4月1日

教育総務課 八幡小学校合併式汚水処理施設管理業務委託 ヘイアンケミカル株式会社 2,412,300 令和3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

教育総務課 令和３年度加古川市廃プラスチック類収集・運搬業務委託 株式会社エス・ケー・エス 4,752,000 令和3年4月1日

教育総務課 令和３年度加古川市廃プラスチック類処理業務委託 西播商事株式会社 別紙「契約単価」 令和3年4月1日

教育総務課 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 602,250 令和3年4月15日

教育総務課 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3年4月15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3年4月1日

社会教育課 加古川市立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

14,632,200 令和3年4月1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 858,000 令和3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 3,740,000 令和3年4月1日

学校教育課 医療的ケア児訪問看護業務委託（東神吉南小） 心笑㈱　訪問介護ステーション陽ま 1,674,000 令和3年4月1日

青少年育成課 加古川市少年愛護センター清掃業務委託 株式会社清光社 1,782,000 令和3年4月1日

青少年育成課 加古川市立青少年女性センター冷暖房機器保守点検業務委託
日本ピーマック株式会社　大阪支
店

902,000 令和3年4月1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 1,606,000 令和3年4月1日

中央図書館 加古川図書館清掃業務委託 株式会社ＳＩＣ 1,408,000 令和3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 遠隔解錠装置保守委託 DXアンテナ株式会社　関西支社 704,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号） 
当該機器は、V‐ALERTを利用し稼働する機器のため、V‐ALERT受信機と一体的に
保守を行う必要がある。そのため、受信機の製造会社であるDXアンテナ株式会社
関西支店と随意契約を行う。

防災対策課 屋外拡声器保守委託 DXアンテナ株式会社　関西支社 1,166,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号） 
当該機器は、V‐ALERTを利用し稼働する機器のため、V‐ALERT受信機と一体的に
保守を行う必要がある。そのため、受信機の製造会社であるDXアンテナ株式会社
関西支店と随意契約を行う。

防災対策課 加古川北防災ふれあいセンター備蓄倉庫等管理業務 国包町内会 1,350,000 令和3年4月1日

(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)
災害時に備蓄倉庫等を適切に利用するためには、異常があった場合に素早く気づく
ことができる地域との関わりの深いものに行わせることが適当である。また、緊急時
には迅速な対応が可能となる体制を備えたものに業務を請け負わせる必要がある。
以上のことから、当該業務を履行できる相手は、地元町内会の国包町内会の他にな
いことから、随意契約を行うものである。

防災対策課 内部通報ホットライン業務委託 加古川法律事務所　竹内文造弁護士 別紙「契約単価」 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号） 
本業務は、公正かつ中立な立場で適切かつ迅速に業務を処理するとともに、通報者
の保護を図るため、弁護士に委託することとしている。高い専門的知識を必要とする
委託契約であり、価格競争の余地が少ない。契約予定相手方は兵庫県弁護士会の
推薦を受けた者であり、公益通報者保護制度及び行政運営に対して優れた識見を
有している。また、加古川市内に事務所があるため、面談による通報受理・相談業務
等を円滑に行うことができる。以上の理由から、当該弁護士は当該業務の契約相手
方として最も適している。

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 866,800 令和3年4月7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。

政策企画課
オリンピック・パラリンピック機運醸成事業（トーク
ショー）委託

加古川市制70周年記念事業実行委員会 2,000,000 令和3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、令和3年1月30日に市制70周年記念事業の一環として実施する予定で
あったが新型コロナウイルス感染拡大により中止となった。しかし、本事業について
は、オリンピック・パラリンピックの機運醸成を図り、スポーツに対する関心を高めるこ
とに寄与することが見込めることから、振替実施を行うこととし、市制70周年記念事
業の一環として実施する事業の振替実施であることから、昨年度同様「加古川市市
制70周年記念事業実行委員会」と契約を行う。

政策企画課 加古川市スマートシティ推進業務委託 一般財団法人コード・フォー・ジャパン 1,754,000 令和3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、本市で導入している加古川市版Decidimは、日本では令和2年10月に本市で
初めて運用され、他に実績がある事業者が当該事業者以外ない。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。



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

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3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以下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なっており、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。

政策企画課
ツバルオリンピック委員会が行う東京2020オリンピック
競技大会の事前合宿実施に係る業務

公益財団法人　加古川市国際交流協会 4,666,600 令和3年4月30日

（地方治法施行令第167条の2第1項第2号）
本業務は、ツバルオリンピック委員会及び加古川市との連絡調整を円滑に行う必要
がある業務である。また、ホストタウンとなる本市は、東京オリンピック終了後も引き
続きツバルとの交流を図っていくことを考えており、当該契約の性質及び目的が入札
に適しないため、本市と外国人との交流を図り、もっと世界に開かれた地域社会づく
りと国際社会の発展に寄与することを目的として設立された公共的団体である加古
川市国際交流協会と契約を行う。

広報・行政経営課 点字広報「かこがわ」制作事業 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3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。

広報・行政経営課 広報かこがわ仕分け・配達業務委託
公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

2,486,880 令和3年4月23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。

情報政策課 ネットワーク維持管理業務委託 株式会社日立システムズ　関西支社 26,258,232 令和3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。

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 3,119,600 令和3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、本市の条例等のデータに基づいた更新及び製本業務であり、当該
データを保有している業者が１者しかないことから、株式会社ぎょうせい　関西支社と
随意契約を行う。

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3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 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3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3年3月17日に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 市有地内雑草刈取り業務委託
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3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。

管財課 鹿児の庭草刈清掃外業務委託
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3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。



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 昇降機保守点検業務委託(消防庁舎) フジテック株式会社　近畿統括本部神戸支店 2,376,000 令和3年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
メンテナンスの特殊技術、信頼性、緊急時対応が必要となり、設置機器メーカーによ
る保守を必要とするため、業務の性質が競争入札に適さないため。

管財課 庁内電話設備保守点検業務 株式会社ニチワ　姫路支店 4,752,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
本案件は、令和3年3月17日に3者による指名競争入札を予定していたが、2者辞退
により入札中止となった。応札意思のあった現契約者である株式会社ニチワ姫路支
店は業務履行可能であることを確認しており、入札参加有資格者の中でNEC製の電
話交換機の取り扱いがあるものが他にないため。

管財課 防火シャッター保守点検業務委託 三和シヤッター工業株式会社　東播営業所 267,600 令和3年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
入札参加有資格者であり、設備・機械修理でシャッター保守点検業務について業者
登録があるものが2者のみであるため。

資産税課 固定資産税ＧＩＳ保守業務 株式会社パスコ　神戸支店 577,500 令和3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。

市民課 証明書コンビニ交付発行関連保守委託 株式会社日立システムズ　関西支社 6,444,900 令和3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。

人権文化センター 加古川市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3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。

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

1,956,216 令和3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。

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3年4月1日

(地方自治法施行令第167条の2 第1項 第2号による) 
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3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。

人権文化センター 令和３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 6,856,000 令和3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く、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。

市民活動推進課 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

798,600 令和3年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
特殊な機器・設備の保守や修理業務であり、特定の販売業者と契約しなければ契約
の目的を達成できないため。

市民活動推進課 加古川市国際交流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3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。

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 14,530,000 令和3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、多文化が共生する心豊かな社会の実現
に資する団体は、加古川市国際交流協会に限られるため。



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

市民活動推進課 令和３年度　行政事務委託業務 加古川市町内会連合会 95,571,600 令和3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 法律相談業務委託 兵庫県弁護士会 3,366,000 令和3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 防犯・交通パトロール運転等業務委託契約
公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

8,998,719 令和3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。

生活安全課 防犯・交通パトロール業務委託契約 兵庫県警友会加古川支部 1,651,500 令和3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ている地域密着
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 令和3年度見守りカメラ等移設業務委託契約 綜合警備保障株式会社 別紙「契約単価」 令和3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、随意契約を行う。

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3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
ウォーキングコースの拠点であるウォーキングセンターが上荘町の地域内にあるた
め、ウォーキングセンターの管理者とスムーズな連携が可能であり、利用者の意見を
収集し速やかにコースの維持管理に反映させることができるため。

スポーツ・文化課 加古川市ウォーキングセンター管理業務委託 農事組合法人みとろ生産組合 1,549,560 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
ウォーキングコースの拠点であるウォーキングセンターが上荘町の地域内にあるた
め、当該団体はウォーキングセンターの管理者とスムーズな連携が可能であり、利
用者の意見を収集し速やかにコースの維持管理に反映させることができるため。

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 富士通株式会社　姫路支店 3,458,400 令和3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おり、選定業者のみ
運用業務が可能であるため。

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 （公財）加古川市ウェルネス協会 4,900,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
（公財）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、市の政策目的を達成するため
に、公共的な性格を有する団体へ委託することが広報面でも効果的であり、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 1,700,000 令和3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55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

スポーツ・文化課 加古川青流戦開催事業業務委託 公益財団法人　加古川ウェルネス協会 23,500,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
当該協会は、本市の文化振興事業等を行うことを目的に設立した団体であり、当該
事業を平成23年の第１期から受託し実施するなど、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を適切に行うことができ、棋戦という特
殊な業務を円滑に運営するノウハウを持つ唯一の団体であるため。

スポーツ・文化課 棋士のまち加古川こども将棋大会開催事業委託 公益財団法人加古川市ウェルネス協会 761,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
本市の文化振興事業を行うことを目的に設立された唯一の団体であり、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
選定業者が併せて行うのが効率的であるため。

スポーツ・文化課 棋士のまち加古川事業委託 公益財団法人加古川市ウェルネス協会 6,372,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
本市の文化振興事業を行うことを目的に設立された唯一の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
体である上記選定業が併せて行うのが効率的であるため。

スポーツ・文化課 芸術家支援・育成事業委託 公益財団法人加古川市ウェルネス協会 2,409,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
本市の文化振興事業を行うことを目的に設立された唯一の団体であるとともに、演奏
会等の企画・運営の実績があり、本事業実施に必要なノウハウを有している。また、
市の政策目的を達成するために、公共的な性格を有する団体へ委託することが広報
面でも効果的であり、同様の団体は他にないため。

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

1,002,800 令和3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。

スポーツ・文化課 将棋の日開催事業業務委託 公益財団法人加古川市ウェルネス協会 7,600,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第１項第2号）
当該公益財団法人は、本市の文化振興事業を行うことを目的に設立された唯一の
団体である。平成21年度にも「将棋の日」の開催実績があるほか、過去に竜王戦や
王将戦といった将棋のタイトル戦の開催実績など、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開催事業、棋士のまち加古川事業と連動して
おり、当該事業を受託する同団体に併せて行わせることが効率的であるため。

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 加古川漕艇場環境整備推進協議会 1,000,000 令和3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。

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

609,668 令和3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。



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 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 2,029,500 令和3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 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業 兵庫県 110,058,666 令和3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、兵庫県と加古川市における協調事業であり、その性質及び目的が競争
入札に適さないため。

産業振興課 令和3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3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。また創業支援に関しては、
「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」の中で、金融機関が対応できな
い支援を補完する役割を担っており、他にこのような団体はない。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
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

700,700 令和3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。

観光振興課 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

504,416 令和3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。

観光振興課
まち案内所兼加古川市民ギャラリー管理運営業務委
託

加古川観光協会 1,950,000 令和3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。

観光振興課 観光情報発信業務委託 加古川観光協会 1,800,000 令和3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。

観光振興課 観光まちづくりアドバイザリー事業委託 株式会社バリュー・クリエーション・サービス 1,552,800 令和3年4月14日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
本事業は令和元年度に策定した第２次加古川市観光まちづくり戦略及び実行計画
に基づく事業であり、加古川市の観光施策における現状と課題、観光まちづくり戦略
に記載された内容に係る理解や観光まちづくり推進事業における他の事業との連
携・協力が不可欠であるとともに、効果的かつ実効性のあるアドバイスを行う必要が
ある。当該事業者が派遣する専門家は、観光まちづくり戦略策定時において策定委
員会の会長であったため、内容に精通しており、また他の地方公共団体における観
光プロモーション支援の実績やノウハウを有している。上記専門家は、当該事業者に
属しており、上記専門家を派遣できるのは、当該事業者以外にないため。

農林水産課 令和3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 9,137,200 令和3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



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

農林水産課
令和３年度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 4,900,000 令和3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３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、加
古川西支部

別添のとおり 令和3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。

農林水産課 令和３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3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・未利用農地の
情報整備及び農業実習の受け入れ等を行う唯一の団体が、㈱ふぁーみんサポート
東はりまであるため。

公設地方卸売市場 加古川市公設地方卸売市場 場内施設整備業務
公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

1,618,320 令和3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。

公設地方卸売市場 加古川市公設地方卸売市場電気保安点検業務
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3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
加古川市の流通機能上重要施設である卸売市場は、建築後40年以上経過してお
り、建物の老朽化に伴い電気工作物に事故が発生し商品に影響が出た場合、業者
からの損害賠償請求や加古川市の流通業に多大な損害が及ぶため、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、加えて絶縁監
視装置による24時間監視を行えるといったこれら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。

公設地方卸売市場 加古川市公設地方卸売市場青果物等荷受対応業務 加古川仲卸青果組合 2,293,500 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
青果卸売業者不在の中、それに代わって、生産者からの荷受、セリ等取引、代金決
済（経理）等卸売業務に必要な業務ができる団体が、場内で当該団体以外にないた
め。

環境政策課 犬の登録等事務委託 （一社）兵庫県獣医師会 別紙「契約単価」 令和3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 ごみ分別指導業務委託 加古川市保健衛生協議会 15,394,880 令和3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１課 加古川市排出産業廃棄物処理業務委託 株式会社 姫路環境開発 別紙「契約単価」 令和3年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
混合廃棄物及び処理困難な廃タイヤを一括して収集・運搬し、中間処理まで適切に
処分できる業者が他にないため。

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㈱　関西営業所 別紙「契約単価」 令和3年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
廃蛍光灯・廃乾電池を最終処分場で適切に再資源化できる事業者が近隣では他に
ないため。



主管課名 名称 契約業者名
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環境第１課 分別基準適合物（市町村負担分）再商品化業務 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3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
するため。

環境第１課 令和３年度蛍光管・乾電池・紙類等収集運搬業務
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3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。

環境第１課 令和３年度使用済み乾電池等の処理・処分業務 野村興産株式会社　関西営業所 別紙「契約単価」 令和3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3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

16,949,592 令和3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。

環境第１課
加古川市環境美化センター庁舎及び構内保安管理業
務

バンガード株式会社　東播支社 22,572,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項5号）
当該委託業務については、令和3年3月23日（火）に6者による指名競争入札を実施し
たが入札金額が予定価格に達しなかったため、同日再入札を実施するも落札者がい
なかった。令和3年4月1日からも継続して保安管理業務を行う必要があるが、再度入
札を行う時間がないため仕様書を見直し、予定価格に近接した2者に対して、見積合
せを行い随意契約を行うこととする。

環境第１課 加古川市粗大ごみ処理手数料収納事務 株式会社セブンーイレブン・ジャパン　外40者 別紙「契約単価」 令和3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 令和３年度使用済み乾電池等の運搬業務
日本通運 株式会社 神戸支店、日本貨物鉄道
株式会社 関西支社 近畿支店

別紙「契約単価」 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
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３年度使用済み蛍光管等の運搬業務
日本通運 株式会社 神戸支店、日本貨物鉄道
株式会社 関西支社 近畿支店

別紙「契約単価」 令和3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。

ごみ減量推進課 加古川市ごみ減量事業所啓発訪問業務委託
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3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。

環境第２課 し尿投入処理業務委託 兵庫県 115,071,789 令和3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。

環境第２課 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3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が、対応可能な業者が１者
しかない。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、当該業者と随意契約を締結する。



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「契約単価」 令和3年4月13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水質保全センターは、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他にないため。

環境第２課 庭園管理業務委託
公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

605,770 令和3年4月22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。

環境第２課 令和３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3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、上記のすべて
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 令和３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3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業者のうち、指示に即応できる能力がある４業者を委託先とし
て随意契約することが最適であると考えられるため。

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3年4月26日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
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。

クリーンセンター いずみプラザ樹木管理及び場内清掃等業務 平荘町町内会連合会 3,958,000 令和3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。

クリーンセンター 一般廃棄物埋立処分業務 大阪湾広域臨海環境整備センター 別紙「契約単価」 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号） 
大阪湾広域臨海環境整備センターは近畿2府4県から発生する廃棄物の埋立処理を
行っており、知識、情報、経験を有しており、焼却残渣物の埋立処分を行えるところ
は他にないため。

クリーンセンター 資源化センター管理運営業務
公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

4,758,600 令和3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。

クリーンセンター 焼却飛灰収集運搬業務 西播通運株式会社 別紙「契約単価」 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号） 
入札参加有資格者であり、仕様書で指定する性能を有する車両を複数台所有する
事業者が他に見当たらないため。また、当該選定事業者は同様の業務について他
市での実績があり、本市との契約においても令和元年度の履行状況は良好であるた
め。

クリーンセンター
令和3年度竜ヶ池灰埋立最終処分場周辺不法投棄監
視業務

上荘町小野町内会 1,500,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号） 
竜ヶ池灰埋立最終処分場への焼却灰の埋立に関する協定書第2条第1項4号及び第
3項の規定により、不法投棄を防止するための監視員は、地元小野町内会の選定し
た者を置くとされているため。



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

クリーンセンター 新クリーンセンター等構外清掃業務委託契約
公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

638,000 令和3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。

クリーンセンター 竜ヶ池処理場等構外清掃業務委託契約
公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

903,485 令和3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。

クリーンセンター 焼却飛灰資源化処理業務
公益財団法人ひょうご環境創造協会、住友大
阪セメント株式会社　赤穂工場、西播通運株
式会社

別紙「契約単価」 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
本施設から搬出する焼却飛灰(特別管理一般廃棄物)を安定的に資源化処理可能な
県内唯一の施設であり、近隣県を含め受け入れ可能な事業者が他に存在しないた
め。また、遠隔地に比べ搬送費用と搬送リスクが少ないため。

リサイクルセンター 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3年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号） 
近畿の自治体、港湾管理者の出資事業であり、近畿圏からの発生廃棄物の最終処
分場と環境保全を図っており、当センターしか該当しないため。

リサイクルセンター 最終処分場監視業務委託契約 磐東町内会 2917500 令和3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、処分場の適正をはかるとなっているため。

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3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。

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 38,115,000 令和3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 加古川市生活支援ハウス運営事業委託 社会福祉法人 のじぎく福祉会 6,496,000 令和3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無いため。

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 32,783,000 令和3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3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ことである。加古川市民生児童委員連合会に研修業務を
委託することにより、民生委員・児童委員と民生・児童協力委員との連携を図ること
ができるため。

高齢者・地域福祉課 在宅医療・介護連携支援センター運営業務委託 一般社団法人　加古川医師会 11,207,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
在宅医療と介護を切れ目なく一体的に提供できる体制を構築するには、地域の医療
団体、介護事業者等の関係者との緊密な連携を図る必要があることから、１市２町を
管轄する医療団体で、医療分野に高度な専門性を有し、住民から厚い信頼を得てい
る医師会に委託することが最も効果的であるため。



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 加古川市地域包括支援センター運営事業委託

１（かこがわ）    社会福祉法人 福竹会 
２（のぐち）       社会福祉法人 万亀会 
３（ひらおか）    社会福祉法人 グランはりま 
４（かこがわ南）社会福祉法人 カリタスの里 
５（かこがわ北）社会医療法人社団 順心会 
６（かこがわ西）社会福祉法人 鶴林園

196,974,000 令和3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。

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3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。

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　関西支社 660,000 令和3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。

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 38,082,000 令和3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。

障がい者支援課
東京2020パラリンピック聖火フェスティバル事業業務
委託

東京2020パラリンピック聖火フェスティバル 
加古川市実行委員会

5,000,000 令和3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、障がい者スポーツの祭典である、パラリンピックを盛り上げるため聖火
フェスティバルを行うとともに、市内でのパラスポーツの普及、とりわけ将来の担い手
となる若者へ普及促進を図るものであり、実施には、市内障がい者団体、パラスポー
ツ普及推進員、市内教育機関との連携のもとに実施することが最も効果的である。
契約相手方は、当該業務の効果的な実施に向けて、それぞれの関係機関に所属す
る者により構成された団体であり、同様の団体は他にないため。

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 2,761,000 令和3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 21,736,000 令和3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。

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3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。

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3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 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3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こと。
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。



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

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 9,836,000 令和3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。

地域医療課
新型コロナワクチン予防接種マイナンバー連携改修
業務委託

株式会社日立システムズ　関西支社 4,757,500 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
本業務委託は、国の示すワクチン接種記録システムのレイアウトに合せ、基幹系業
務システム及び総合福祉システムから接種対象者情報を作成できるようにする必要
があることから、本市の住民情報システムに関する契約相手方となっている「株式会
社日立システムズ」と一者による随意契約を行うため。

地域医療課 接種会場等端末設置業務委託 株式会社システムリサーチ　姫路支社 5,577,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令167条の2第1項第5号及び第6号）
集団接種会場やコールセンターでの予約システム管理のため、多量の端末の導入
及び設定が必要であるが、他社では対応不可であり、時期を逸すると調達が困難と
なる。当該契約先に確認したところ、対応可能とのことであったため、初期設定作業
を含めた業務委託契約を１者随意契約とする。

地域医療課 令和３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 17,117,106 令和3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
新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務（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3年4月30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。

地域医療課
新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務（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3年4月30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管理運営を行っており、唯一受託できる事
業者であるため

地域医療課
新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務（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3年4月30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。

地域医療課
新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務（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3年4月30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。

地域医療課
令和３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、（一社）高砂市医師
会、（一社）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3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。

市民健康課
令和３年度がん検診無料受診券等作成及び封入封
緘業務委託

カワセコンピュータサプライ株式会社　    神戸
支店

別紙「契約単価」 令和3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3年3月25日に5者の指名競争入札により、入札を行ったが、応札のあった2者の
うち1者は項目毎の計算誤りにより無効、もう1者も1回目は予定価格超過、2回目は
辞退により不調となった。また、辞退していた3者については、繁忙期を理由に辞退し
ている。無効となった1者については、1項目の計算誤りがあったものの、合計金額は
予定価格範囲内であることに加え、当該業者は過去5年に渡り契約の実績がある。
以上のことを総合的に判断し、１者随意契約を行うものとする。



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 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3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３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3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。

市民健康課 令和３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3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
受診者の利便性から、市内全域に会員を持ち、各医院で受診できる個別検診を行う
ことができ、また、検診事務の集計を行うことができる播磨歯科医師会との契約が効
率的であるため。

市民健康課 令和３年度基本健康診査業務委託 一般社団法人加古川医師会 別紙「契約単価」 令和3年4月22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は適さないため。受診者の利便性から、市内全
域に会員を持ち、各医院で受診できる個別健診や健診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効率的であるため。

国民健康保険課
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会 792,000 令和3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。

国民健康保険課 令和３年度後期高齢者歯科健診業務委託契約 一般社団法人　播磨歯科医師会 別紙「契約単価」 令和3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、各委員で個別健診ができるようにすることが
効率的でありるため、その各医院を統括している一般社団法人　播磨歯科医師会と
随意契約を行う。

国民健康保険課 令和３年度特定保健指導業務委託 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3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
特定健康診査（集団健診）を実施するために、一度に多数の被保険者を受け入れが
可能であること、健診結果が同じ機関で取り扱えること、「特定保健指導の実施に関
する基準」に基づき事業が実施できることの全ての条件を満たす必要がある。そのた
め、上記条件を満たし、かつ事業実績のある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。

国民健康保険課 令和３年度加古川市糖尿病改善教室開催業務 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3年4月22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。

国民健康保険課
令和３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3年4月26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３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3年4月26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。



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３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3年4月26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３年度特定健康診査業務（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3年4月26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。

医療助成年金課
福祉医療費助成制度の改正に伴う医療助成システム
改修業務

株式会社日立システムズ　関西支社 1,716,000 令和3年4月20日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
当業務は既存システムを改修するものであり、内容を熟知した当該システム導入業
者である株式会社日立システムズ関西支社と契約することが最も適切であるため。

こども政策課 加古川市子育て支援アプリ運用保守業務
株式会社スマートバリュー クラウドイノベー
ションＤｉｖｉｓｉｏｎ

1,980,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
アプリを導入してから3年3か月であり運用期間が比較的短く、ダウンロード数も増加
傾向にあることを総合的に勘案し、本業務を効率的・効果的に実施することができる
のは、現在運用保守を行っている株式会社スマートバリュー クラウドイノベーションＤ
ｉｖｉｓｉｏｎのみであるため。

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

4,427,196 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号）
当該業務の履行場所である子育てプラザは、プロポ―ザル方式によって選定された
「特定非営利活動法人子育てサポート☆きらりｉｎｇ」によって運営されている。施設全
体として効率的な運用を行う必要があり、業務の目的を達成することができるのは、
加古川市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 加古川市ひとり親家庭等日常生活支援業務委託契約
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3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。

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3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。

育児保健課 加古川市妊婦歯科健康診査業務 一般社団法人　播磨歯科医師会 別紙「契約単価」 令和3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（医師） 一般社団法人　加古川医師会 別添のとおり 令和3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 母子保健法に規定する健康診査業務（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3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 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3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。

育児保健課 広域的予防接種業務 一般社団法人 兵庫県医師会 別添のとおり 令和3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、地域の医師の協力が必要不可欠であり、兵庫県内
の医師の取りまとめを兵庫県医師会が行っているため。



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

育児保健課 産後ケア業務

地方独立行政法人　加古川市民病院機構　加
古川中央市民病院、医療法人回起会　奥産婦
人科、医療法人社団　関島産婦人科医院、医
療法人社団　ちくご・ひらまつ産婦人科医院、
医療法人社団　矢野産婦人科医院、医療法人
社団　大森産婦人科医院、医療法人社団　か
たしま・きたうら産婦人科医院、なおみ助産
院、野の花助産所、医療法人社団恵友会　ひ
なた助産院、まつだ助産院、マナ助産院、ママ
とベビーの家

別添のとおり 令和3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。

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

日本エレベーター製造株式会社　大阪営業所 607,200 令和3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3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。

幼児保育課 潜在保育士就業支援業務委託
特定非営利活動法人子育てサポート☆きらりｉ
ｎｇ

559,504 令和3年4月15日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号）
当該事業は潜在保育士の保育現場への復帰を支援するものであることから、現在、
実施している子育てプラザの運営事業の付帯的な事業として実施することで、事業
者（特定非営利活動法人　子育てサポート☆きらりｉｎｇ）に備わっている機能（人材、
建物、託児等）をそのまま活用できるため、託児や実技に係る経費の大幅な削減が
可能となるとともに事業成果も見込めることから、本市にとって有利である。また、こ
れまで当該事業を自主事業として実施していた実績もある。

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3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

5,919,279 令和3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。

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

586,960 令和3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。

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

2,790,771 令和3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。

土木総務課
ＪＲ厄神駅南北広場及び駅北自転車駐車場管理業務
委託

公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

1,079,540 令和3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。

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 1,186,680 令和3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。



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

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3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 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3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 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

6,672,600 令和3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。

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

12,483,312 令和3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。

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

7,935,180 令和3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。

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

8,318,868 令和3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。

営繕課
加古川市石綿飛散事案に係るリスク推定のための調
査業務委託

一般社団法人　建築物石綿含有建材調査者
協会

1,914,000 令和3年4月26日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
特定の技術を有する者と契約しなければ契約の目的を達成できない。
本件は石綿飛散事案の模擬実験等を含む全国的にも稀な業務であり実績が無い。
一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会は令和２年度に別府中学校給食配
膳室整備に係る石綿影響調査等業務委託を受託しており、昨年の石綿除去工事の
監理業務も行っており、監理業務の一環として、隔離養生から作業における粉じんが
漏洩しないかを確認するため、スモークマシンによる漏洩確認も行っている。このた
びの業務では、飛散事案の模擬実験をスモークガスなどにより実施する予定であ
る。実験の結果は有効性及び信頼性が求められるため、現場の状況に関して精通・
熟知しており、また、実験の主旨を理解している一般社団法人建築物石綿含有建材
調査者協会に一者随意契約を行うもの。

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

506,550 令和3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。

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3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。

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3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。

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（ひまわりの郷） 別添のとおり 令和3年4月1日
（地方自治法施行令第167条の第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 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3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。



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3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
ことから、加古川緑花クラブと随意契約する。

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3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。

公園緑地課 権現総合公園内キャンプ場施設維持業務委託
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3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。

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

別添のとおり 令和3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。

公園緑地課 公園維持管理業務委託（町内会委託） 市内80町内会等 9,335,600 令和3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 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 別紙「契約単価」 令和3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。

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3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。

道路保全課 野口橋橋梁点検に係る協定 西日本旅客鉄道株式会社 18,152,000 令和3年4月13日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
当該橋梁はＪＲ神戸線を跨線し線路内より点検する必要があることから、当該箇所
の状況を熟知し、電車の運行・管理等のノウハウのある西日本旅客鉄道㈱に委託す
ることにより、点検に伴う鉄道の安全管理を十分に対策できるため。

道路建設課 令和３年度  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3年4月20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。

道路建設課
令和３年度　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3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。



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 尾上港常夜灯管理委託 東播磨漁業協同組合 600,000 令和3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漁業協同組合に委託することで、安価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託 池田水利組合 960,000 令和3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、安価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3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 別府川水門管理操作委託 五ヶ井土地改良区　新野辺水利組合 600,000 令和3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。

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 558,800 令和3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 チョイソコかこがわ実証実験運営業務委託 ネッツトヨタ神戸株式会社 4,708,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
デマンドタクシーの運営については、予約を受付するコールセンターの運営と利用者
登録からルート選定、運転手へのルート指示が一括で行えるシステムが必要不可欠
であり、これらの内容を一体的かつ包括的に提供が可能であるのは、現在、県内で
は令和２年５月から猪名川町で実施されている同様の実証実験を運営しているネッ
ツトヨタ神戸株式会社のみであるため。

都市計画課 チョイソコかこがわ実証実験運行管理業務委託 ファイブスタータクシー株式会社 別紙「契約単価」 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
当該実証実験における車両運行では、最短で利用の１時間前に予約された内容に
応じて運行する必要があることから、八幡町またはその周辺に事業所等を有し支障
なく運行ができる事業者である必要がある。また、実証実験期間終了後は道路運送
法の乗合事業認可を受けた事業者でないと運行ができない。
現在、実証実験の運行が可能かつ実証実験後に速やかに本格運行に移行すること
が可能であるのは、八幡町の近隣となる神野町に営業所を有し、市内を運行するか
こバスミニ路線で国の乗合事業認可を受けているファイブスタータクシー株式会社だ
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 4,674,560 令和3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こと。
上記の条件を満たす唯一の業者であるため。

都市計画課 加古川市自家用有償旅客運送運行委託業務 上荘公共交通協議会 1,586,000 令和3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 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

538,780 令和3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。



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
美しい街づくり花壇維持管理業務委託（平野交差点東
花壇外５花壇）

ＮＰＯ法人加古川緑花クラブ 2,718,951 令和3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随意契約す
る。

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3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 753,377 令和3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。

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3年4月19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。

住宅政策課 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3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。

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3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 消防団分団行政事務委託 加古川市消防団 12,160,000 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
加古川市消防団の設置は、加古川市消防団条例により定められている。その消防
団の分団行政事務を委託するにあたり、その事務を正常かつ円滑に遂行するには、
当該消防団以外にはないため。

選挙管理委員会事務
局

閉域ＳＩＭ向けネットワーク変更業務委託 株式会社日立システムズ　関西支社 681,010 令和3年4月19日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
㈱日立システムズは、庁内ネットワーク機器の保守業者であり、ネットワーク機器構
成や設定内容等を熟知している。本業務は既設ネットワークの一部を更新するもの
であり、当該業者でなければ機器の設置、設定変更ができないため随意契約を行う
ものである。

選挙管理委員会事務
局

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 2,337,500 令和3年4月23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随意契約を行うものである。

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3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。

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3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。



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

学務課 栄養管理システム保守業務委託 株式会社綜合システム技研 1,320,000 令和3年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
システム構築業者である㈱綜合システム技研以外での保守ができないため。

学務課 牛乳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3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。

学務課 令和３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3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３年度学校保健普及啓発等事業委託 加古川市学校保健会 578,000 令和3年4月30日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
加古川市学校保健会は、一般社団法人加古川医師会・一般社団法人播磨歯科医師
会・播磨薬剤師会・学校園長会・加古川市学校園ＰＴＡなど関係各種団体構成員で組
織されており、加古川市学校保健会以外に学校保健事業を円滑に行える団体が他
にないため。

学務課 令和３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3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。

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3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。

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 8,987,000 令和3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３年３月１５日に５者で入札を行ったが、全者予定価格超過により、不調となった
ため、最低入札価格を提示した三光クリーン株式会社と随意契約を行う。

社会教育課 令和３年度加古川市放課後子ども教室事業委託
特定非営利活動法人加古川総合スポーツクラ
ブ

4,948,990 令和3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３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3年4月16日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
加古川市ＰＴＡ連合会会員が、幼稚園こども園児・小学生・中学生の保護者であり、
家庭教育と密接な関わりを持ち、加古川市ＰＴＡ連合会は同様な事業・活動を行える
唯一の団体であり、競争入札に適さないため。

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 別添のとおり 令和3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 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 別添のとおり 令和3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
回健診を行い、かる集団受診ができなかった教職員に対し個別随時受診を行うこと
ができる公益財団法人　加古川総合保健センターと随意契約を行う。



主管課名 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

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 1,957,650 令和3年4月14日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号）
入札参加資格者名簿登載の業者のなかで、訪問看護による小児の医療的ケアを
行っている事業者2者で見積合せを行ったが、1者は辞退し、1者は予定価格超過の
ため不調となった。当該小学校では4月15日から給食が開始され、医療的ケアを必
要とする児童に対して給食時の安全を確保する必要があり、緊急性を要するため応
札意思のあった1者と随意契約をする。

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 22,695,460 令和3年4月23日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
本実行委員会は小学校体験活動の実施に必要な活動の企画及び準備を目的として
いる。また各学校の会計監査的な役割も果たしており、自然学校推進事業を円滑に
実施することができるよう設立された委員会であるため。

青少年育成課 スクールロイヤー業務委託 中之島中央法律事務所　弁護士　荒尾　幸三 528,000 令和3年4月1日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号） 
本市の顧問弁護士であり、これまでも本市で発生した重大事態に係る法的な相談及
び、事後対応に係る法的な相談について依頼しているため。

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

765,600 令和3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三菱電機ビルテクノサービス株式会社
関西支社と随意契約を行う。

青少年育成課 加古川市立青少年女性センター管理事務業務委託
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3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。

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3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。

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 2,366,000 令和3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。

少年自然の家
令和３年度少年自然の家自家用電気工作物保安管
理業務

本部電気設備管理事務所 522,720 令和3年4月1日

（地方自治法施行令167条の2第1項第8号）
令和3年3月19日の指名競争入札において、３者中２者が辞退したことにより入札中
止となったが、令和3年4月1日以降の宿泊予約があり、同日から業務を実施する必
要があることから、本案件について唯一応札意思を示した本部電気設備管理事務所
と随意契約を行う。

少年自然の家 令和３年度　少年自然の家清掃業務委託
公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

4,147,000 令和3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。

少年自然の家 令和３年度　野外活動センター総合管理業務 神吉町内会 7,317,068 令和3年4月1日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
神吉町内会は加古川市の認可地縁団体であり、野外活動センターの敷地は当該町
内会から賃借していることから、センター内の地形や環境を熟知している団体であ
る。また、野外活動センターは社会教育施設であり、当該町内会に業務を委託するこ
とで、より地域と連携した施設運営が図れるものと見込まれるため。

少年自然の家 令和３年度少年自然の家　宿・日直業務委託
公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

3,420,670 令和3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。



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

少年自然の家
令和３年度野外活動センターふれあいの森宿泊館宿
直業務委託

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3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。

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3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、ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社関西支社
と随意契約を行う。

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3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、ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社関西支社
と随意契約を行う。

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

1,994,282 令和3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。



主管課名 委託名 契約単価（税抜）  　　（単位：円）

防災対策課 内部通報ホットライン業務委託
基本額：月額33,000円
実績額：指導及び助言 1回につき11,000円       1時間を超える場合は、1時間につき11,000円

広報・行政経営課 点字広報「かこがわ」制作事業
制作費　115,000円/1回
発行費　344円/1部

管財課 市有地内雑草刈取り業務委託 80円／㎡

人権文化センター 加古川市人権文化センター管理業務委託

(1)平日　　 17時15分まで　　　1,023円／1ｈ
(2)平日　 　17時15分以降　　  1,045円／1ｈ
(3)土日祝　17時15分まで　  　1,045円／1ｈ
(4)土日祝　17時15分以降　 　1,155円／1ｈ

市民活動推進課 加古川市国際交流センター管理業務委託 平日夜間及び祝日昼間950円/時間、祝日夜間1,050円/時間

生活安全課 令和3年度見守りカメラ等移設業務委託契約

【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

環境政策課 犬の登録等事務委託
犬の登録事務手数料の徴収事務：1頭につき600円
狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収事務 ：1件につき110円

環境第１課 不法投棄パトロール及び収集業務委託 19,400円／1回

環境第１課 加古川市排出産業廃棄物処理業務委託
①混合廃棄物 7,000円／ｍ3
②廃タイヤ 500円／1本
③収集運搬車 20,000円／台

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

環境第１課 分別基準適合物（市町村負担分）再商品化業務
①ガラスびん(無色) 単価額 4.6円／㎏ 市町村負担比率 4％
②ガラスびん(茶色) 単価額 6.4円／㎏ 市町村負担比率 14％
③ガラスびん(その他) 単価額 17.5円／㎏ 市町村負担比率 7％

環境第１課 令和３年度蛍光管・乾電池・紙類等収集運搬業務 21,940円／1日

環境第１課 令和３年度使用済み乾電池等の処理・処分業務 73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１課 加古川市粗大ごみ処理手数料収納事務 30円／1枚

環境第１課 令和３年度使用済み乾電池等の運搬業務
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３年度使用済み蛍光管等の運搬業務

資源化センターから関西工場までの運搬  40,000円／1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／1回
関西工場での積卸作業 6,000円／1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

ごみ減量推進課 加古川市ごみ減量事業所啓発訪問業務委託 1人1時間当たり1,090円

環境第２課 一般廃棄物(し尿)搬送業務委託 従量制20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

環境第２課 令和３年度一般廃棄物（し尿）収集運搬業務委託
（1）従量制単価額　65円／10㍑
（2）仮設便所単価額　3,600円／基

環境第２課 令和３年度一般廃棄物（し尿）臨時収集運搬業務委託 従量制65円／10㍑

クリーンセンター 焼却灰等運搬業務
業務概要①における搬送1回あたり 30,000円 （搬送予定回数 95回）
業務概要②における搬送1回あたり 28,000円 （搬送予定回数 1回）
業務概要③における搬送1回あたり 19,000円 （搬送予定回数 330回）

クリーンセンター 竜ヶ池灰埋立最終処分場内埋立整地業務
整地業務1回あたり　　　　　 800,000円(年度予定回数　12回)
砕石の敷き均し整地業務　2,600,000円(年度予定回数　1回)

クリーンセンター 一般廃棄物埋立処分業務 1トンあたり10,100円

クリーンセンター 焼却飛灰収集運搬業務 搬送1回あたり25,000円

クリーンセンター 焼却飛灰資源化処理業務 1トンあたり52,000円

リサイクルセンター 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   　　  　　　　　　830円／検体
    導電率　　　　　　　　　　　　　　220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　　　　　　　  　　　　　　118,000円／検体
    発生ガス及び孔内温度　　 14,110円／処分場
    下水道受入基準 　　　　　 159,010円／検体

リサイクルセンター 一般廃棄物埋立処分委託（フェニックス） 11,110円/t、予定数量 1,000t



主管課名 委託名 契約単価（税抜）  　　（単位：円）

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 1枚当たり14.00円、圧着業務 1枚当たり6.30円

介護保険課 令和３年度加古川市介護保険料納付通知書封入封緘業務委託 納付通知書製本及び封入封緘業務 1通当たり115円

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

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

地域医療課 感染性産業廃棄物収集運搬及び処分業務 20リットル容器1,700円/個、50リットル2,600円/個

地域医療課 新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務（市民会館）

①人件費相当
　　　　開館日の時間外　単価　 5,000円／人・時間
　　　　休館日　　　　  　　単価　 5,400円／人・時間
②施設管理費相当   　　単価　 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

地域医療課 新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務（総合体育館）

①人件費相当
　　　　開館日の時間外　単価　 5,000円／人・時間
　　　  休館日　　　　  　　単価　 5,400円／人・時間
②施設管理費相当　   　単価　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

地域医療課 新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務（総合文化センター）

①人件費相当
　　　　開館日の時間外　単価　 5,000円／人・時間
　　　　休館日　　　　  　　単価　 5,400円／人・時間
②施設管理費相当　   　単価　 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

地域医療課 新型コロナワクチン予防接種会場施設管理業務（日岡山体育館）

①人件費相当
　　　　開館日の時間外　単価　 5,000円／人・時間
　　　  休館日　　　　  　　単価　 5,400円／人・時間
②施設管理費相当　   　単価　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

地域医療課 令和３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）

市民健康課 令和３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：200円／件
　②乳がん・肝炎ウイルス検診無料受診券：200円／件
　③肝炎ウイルス検診無料受診券：176円／件
　④がん検診手帳：132円／件
　⑤案内文（肝炎）：33円／件
　⑥案内文（子宮頸がん）：59円／件
　⑦案内文（乳がん））：53円／件
　⑧チラシ（検診）：27円／件
　⑨チラシ（65歳）：33円／件
　⑩発送用窓あき封筒：41円／件
　⑪発送用窓なし封筒：39円／件
【封入封緘】
　Ａ）子宮頸がん（①＋④＋⑥＋⑧）：133円／件
　Ｂ）乳がん・肝炎（②＋④＋⑤＋⑦＋⑧）：141円／件
　Ｃ）肝炎（③＋⑤＋⑧）：130円／件
　Ｄ）65歳（⑧＋⑨）：45円／件

市民健康課 子宮がん個別検診業務委託

【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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※全て税込

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

市民健康課 令和３年度基本健康診査業務委託

① 基本的な健診 　8,657円
② 貧血検査　　　　　231円
③ 心電図検査　　 1,430円
④ 眼底検査　　　  1,276円　　　　　※全て税込

国民健康保険課 令和３年度診療報酬明細書審査点検等業務 1枚1.18円

国民健康保険課 令和３年度健診受診票等封入封緘業務委託
A）特定健診（40-64歳分）、特定健診（65-74歳分）　　13.90円
B）特定健診（75歳到達者）　　13.90円
C）後期高齢者健診　　13.90円

国民健康保険課 令和３年度健診受診票等封入封緘業務委託
A）特定健診（40-64歳分）、特定健診（65-74歳分）　　13.90円
B）特定健診（75歳到達者）　　13.90円
C）後期高齢者健診　　13.90円



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３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

納付通知書（一般納付用）　1枚につき　55.00円
納付通知書（口座振替用）　1枚につき　40.00円
納付通知書（特別徴収用）　1枚につき　44.00円
発送用封筒　　　　　　　　　　1枚につき　11.00円

国民健康保険課 令和３年度後期高齢者歯科健診業務委託契約 4,850円／件

国民健康保険課 令和３年度特定保健指導業務委託
≪動機付け支援≫9,800円
≪積極的支援≫27,000円

国民健康保険課 令和３年度後期高齢者健康診査（個別健診）業務委託 8,657円／件

国民健康保険課 令和３年度後期高齢者健康診査（集団健診）業務委託契約 7,788円／件

国民健康保険課 令和３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３年度特定健康診査業務（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

育児保健課 加古川市妊婦歯科健康診査業務 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 従事者1人1時間あたり1,023円

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 51,200円／基・撤去復旧

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 51,300円／基・撤去復旧

公園緑地課 樹木病害虫防除業務委託Ａ 薬剤散布 85，000円／日、周知チラシ配布・回収 2，500円／日

公園緑地課 樹木病害虫防除業務委託Ｂ 薬剤散布 85，000円／日、周知チラシ配布・回収 2，500円／日

公園緑地課 樹木病害虫防除業務委託Ｃ 薬剤散布 85，000円／日、周知チラシ配布・回収 2，500円／日

公園緑地課 加古川市日光山墓園施設管理等業務委託 950円／時間

公園緑地課 日岡山公園交通誘導警備業務委託（その１）
平日（10時から19時まで）：17,000円/人・日、土日（9時から21時まで）：25,000円/人・日、
時間外（平日）：2,700円/人・日、時間外（土日）：3,000円/人・日

道路建設課 令和３年度  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／㎡

道路建設課 令和３年度　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／㎡

都市計画課 チョイソコかこがわ実証実験運行管理業務委託
基本管理料（月額）127,273円
運行料（日額）　　　17,415円

市街地整備課 市街地整備課管理地内除草業務委託 80円／㎡



主管課名 委託名 契約単価（税抜）  　　（単位：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

議事総務課 令和３年度 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 兵庫県知事選挙のお知らせ券封入封緘に関する業務
印刷業務：お知らせ券@2.00円　区内封筒@4.00円　別納封筒@4.00円　封入封緘@3.50円　チラシ同封
@1.50円　ダンボール@290.0円

教育総務課 令和３年度加古川市廃プラスチック類処理業務委託 40円／㎏

教育総務課 学校園維持管理業務委託 従業者1人1時間あたり 1,500円

学務課 牛乳パック回収業務委託 25,360円／1回

学務課 令和３年度児童生徒等健康診断業務委託

心臓検診
① 心電図検査（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）：680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３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

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  1,023円(税込）
　平日　　　　　　　　　　　　17時15分以降　1,045円(税込）
  土曜日・日曜日・国民の休日　17時15分まで　1,045円(税込）
　土曜日・日曜日・国民の休日　17時15分以降　1,155円(税込）

青少年育成課 加古川市立青少年女性センター管理事務業務委託
平日（月曜日から金曜日）17時30分から22時15分まで1,045円(税込）
土曜日、日曜日、祝日　　17時30分まで1,045円（税込）
土曜日、日曜日、祝日　　17時30分以降1,155円（税込）

少年自然の家 令和３年度野外活動センターふれあいの森宿泊館宿直業務委託 1日あたり7,975円


