
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 加古川市庁舎特定建築物定期検査業務委託
鹿島建物総合管理株式会社　関西
支社

1,925,000 令和3年5月28日

市民課 加古川市斎場更新計画検討業務委託 株式会社環境技術研究所 2,200,000 令和3年5月26日

スポーツ・文化課 旧平荘湖アクア交流館備品撤去業務委託 木村工業株式会社　加古川営業所 764,500 令和3年5月13日

農林水産課 水中ポンプ設置運転等作業業務委託 三宅建設株式会社 別紙「契約単価」 令和3年5月31日

環境政策課 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3年5月13日

環境政策課 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3年5月17日

クリーンセンター 石綿類測定業務委託契約 株式会社環境ソルテック 715,000 令和3年5月6日

クリーンセンター
平荘地区ダイオキシン類環境調査業務及び旧クリーンセンター解
体跡地地下水調査業務委託契約

中外テクノス株式会社　関西技術
センター

4,180,000 令和3年5月6日

クリーンセンター 竜ケ池処理場外水質検査業務委託契約 サイエンスマイクロ株式会社 2,568,060 令和3年5月6日

クリーンセンター 竜ヶ池処理場再生炭入替業務 株式会社シマヤ 1,122,000 令和3年5月6日

クリーンセンター いずみプラザ芝生管理業務 株式会社髙田造園土木 3,410,000 令和3年5月7日

リサイクルセンター リサイクルセンターストックヤード測量業務委託 なかがわ測量設計事務所 1,320,000 令和3年5月18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 638,000 令和3年5月31日

国民健康保険課
令和３年度後期高齢者医療保険料納付通知書封入封緘業務委
託

レスター工業株式会社　神戸営業
所

別紙「契約単価」 令和3年5月14日

医療助成年金課 令和３年度医療費受給者証封入封緘業務委託契約
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5月7日



主管課名 名称 契約業者名
契約金額
（単位：円）

契約日

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 583,000 令和3年5月21日

まちづくり指導課 令和3年度田園まちづくり制度見直し業務委託
株式会社地域計画建築研究所　大
阪事務所

3,410,000 令和3年5月20日

住宅政策課 加古川市公営住宅等長寿命化計画推進業務委託契約 応用技術株式会社 4,862,000 令和3年5月6日

選挙管理委員会事務局 兵庫県知事選挙 ポスター掲示場設置・管理及び撤去業務委託 株式会社明展 7,469,000 令和3年5月10日

選挙管理委員会事務局 兵庫県知事選挙に係る期日前投票所・当日投票所受付等業務 ポートスタッフ株式会社 別紙「契約単価」 令和3年5月12日

文化財調査研究セン
ター

令和３年度みとろフルーツパーク再整備事業に伴う埋蔵文化財試
掘調査支援業務委託

有限会社松浦興業 1,430,000 令和3年5月14日

文化財調査研究セン
ター

令和３年度権現総合公園整備事業に伴う埋蔵文化財試掘・確認
調査支援業務委託

株式会社島田組　神戸営業所 2,640,000 令和3年5月14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

政策企画課
加古川東市民病院跡地整備事業に伴う不動産表示
登記等業務委託

公益社団法人兵庫県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会

2,896,300 令和3年5月6日

（地方治法施行令第167条の2第1項第2号）
本件は、加古川東市民病院跡地の整備に伴い、複合施設ゾーン及び消防署ゾー
ンの分筆が必要であることに加えて、当該跡地内を通る池の一部について、池の
所有者である財産区と交換契約を取り交わす必要があるため、当該跡地における
測量等の業務を行うものである。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、官公庁等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
理することができる、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
等の処理を事業とする県下唯一の公益社団法人であることから、当該団体と随意
契約を行うものである。

情報政策課 端末キッティング業務委託 株式会社システムリサーチ　姫路支社 1,287,000 令和3年5月7日
（地方自治法施行令第条167の2第1項第5号）
新型コロナウイルス感染拡大及び兵庫県の緊急事態宣言発令に伴う緊急の業務
であり、入札にかける時間が確保できないため。

職員課 令和３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3年5月21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 鹿児の庭草刈業務委託 前川造園土木株式会社 1,430,000 令和3年5月24日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第8号）
令和3年5月13日に実施した指名競争入札が不調となったため、最低入札金額を入
札した業者と随意契約をおこなうもの。

観光振興課 フォトセッションツアー開催事業委託 加古川観光協会 1,350,000 令和3年5月6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内公共施設を活用したイベント及びバスを利用したツアー等
の企画・実施経験があり、公共施設を始めとする関係団体との調整を円滑に行うこ
とが出来る。また、独自の観光PRページ、SNS等のＷＥＢサービスを所持しており、
市内外に向けて加古川市の観光資源を発信することが可能で、高い観光振興効
果が見込めるため、同協会に委託する。

介護保険課 主治医意見書受信サーバ改修・機器更新業務委託 日本電気株式会社　神戸支社 13,886,180 令和3年5月12日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
主治医意見書作成支援システムの開発元が日本電気株式会社であり、同社以外
に本業務を委託できる者がいないため。

地域医療課 新型コロナワクチン及び関連資材の配送業務委託 佐川急便株式会社　関西支店 別紙「契約単価」 令和3年5月6日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号）
当該業務契約における新型コロナワクチンの配送については、安全性の確保のた
め慎重な取扱いが必要とされている。委託先としては多くの配送車両を有し、ワク
チン配送計画に柔軟に対応できる信頼性の高い大手事業者を選定することとして
複数の事業者に確認したところ入札参加資格を有する事業者では当該事業者の
みが対応可能とのことであった。当該業務については、早急に委託先を決定し、速
やかに契約できなければ、接種会場へのワクチン搬入が行えず、新型コロナワク
チン接種を円滑に実施することができないことから、当該事業者との１者随意契約
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

地域医療課
新型コロナウイルスワクチン接種に係るワクチンの管
理及び小分け業務委託

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5月7日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号）
新型コロナワクチン接種は国を挙げての事業であり、市民の生命に関わるもので
ある。ワクチン接種は現状、新型コロナウイルス感染症対策の唯一の手段であり、
接種時期を遅らせることができないため、ワクチンの管理及び小分け業務委託に
ついて随意契約を行い、早急に実施する必要がある。
　新型コロナワクチンの管理については、超低温冷凍庫の設置のほか、ワクチンの
管理責任医師を設定する必要がある。公益社団法人加古川総合保健センターで
は医師がいることから、その条件も満たすことができるため、当該施設をワクチン
の保管場所として選定した。
　当該施設でワクチンの管理及び小分けすることから、本委託業務を履行すること
ができるのは公益財団法人加古川総合保健センターのみであるため、相手方とし
て選定する。

市民健康課 令和３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3年5月1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。また、加古川医師会は、二重読影
を含めた国が示す精度管理の条件を満たす体制を整備しているため。

育児保健課
ロタウイルスワクチンに係る社会保障・税番号制度シ
ステム改修業務

株式会社日立システムズ　関西支社 1,104,950 令和3年5月20日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
対象システムは既に導入済みであり、導入元事業者のみ改修が可能であるため。

道路保全課 加古川市道路橋定期点検（地域一括発注）業務委託 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター 42,504,000 令和3年5月10日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第7号）
　公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターは、本市を含む県内全市町及び県
の出損により設立された団体であり、県及び県内市町の建設技術の向上と公共事
業の効率的な推進を支援することを目的とした公益法人である。また、同センター
は、本市の道路橋長寿命化修繕計画の策定業務を受託した団体であり、本市の道
路橋の老朽化対策に精通している。
　今回の定期点検橋梁についても引き続き長寿命化修繕計画を策定する関連性
から同センターが密接に関係している。 さらに、本市が管理する各道路橋の健全
度等の情報は、同センターが保有する『市町橋梁マネジメントシステム』に登録して
いることからも、本業務は、同センターが実施することが最も効率的である。
  近年の道路橋点検業務の発注においては、全国的に不調不落が散見されている
が、同センターは、その防止対策として、複数の市町の橋梁点検業務をまとめて発
注する、いわゆる地域一括発注を実施している県内唯一の団体である。また、本
業務の委託費用は、同センターが公益法人であること、同センターが橋梁点検車
の賃料を負担することから、国の積算歩掛により算出した金額よりも同センターに
委託する方が安価になる。
  以上からセンターへの業務委託は、随意契約とする。

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3年5月13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。

都市計画課 厄神駅北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

別添のとおり 令和3年5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。

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

510,620 令和3年5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。



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 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

1,232,000 令和3年5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 市営住宅植木剪定等委託
公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

1,040,600 令和3年5月17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。

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 582,290 令和3年5月21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者以上での
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、随意契約する。

選挙管理委員会事務
局

期日前投票端末無線化対応にかかる設定変更業務
委託

日本電気株式会社　神戸支社 1,079,760 令和3年5月6日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
契約しようとする業者は、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。本業務は、現システムの一部の設定を変更するものであり、当
該業者でなければ、設定変更ができないため随意契約を行うものである。

社会教育課
加古川市立公民館植木剪定業務委託（７館（加公・西
公・東公・両公・志公・野公・氷公））

公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

864,600 令和3年5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3年5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、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、各校の体育担当の代表者が理事等の連盟役員として参加しており、かつ、
各運動部顧問の協力のもと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 トライやる・ウィーク推進事業業務委託 加古川市「トライやる・ウィーク」実行委員会 11,700,000 令和3年5月10日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
トライやる・ウィーク推進事業は実施対象が中学２年生であり、学校、保護者や地
域社会等が連携を図りながら円滑に実施することが重要であり、本実行委員会が
トライやる・ウィークの実施に関して必要な準備及び活動の企画・運営にあたること
を目的として設立された委員会のため。

文化財調査研究セン
ター

西条古墳群（尼塚古墳、行者塚古墳）草刈業務委託
契約

公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

544,500 令和3年5月6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。

文化財調査研究セン
ター

西条廃寺草刈業務委託契約
公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

1,295,910 令和3年5月6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）

職員課 令和３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

農林水産課 水中ポンプ設置運転等作業業務委託
ポンプ借上料（総価契約）1,000,000円
設置・運転・撤去費（単価契約） 150,000円／回

地域医療課 新型コロナワクチン及び関連資材の配送業務委託 配送車両1台当たり 21,000円、キャンセル経費車両1台当たり21,000円

地域医療課
新型コロナウイルスワクチン接種に係るワクチンの管理及び小分け
業務委託

固定経費：7,200,000円
従量部分：
（単価）　ワクチン管理料　　　　　　　 30円
　　　　　 ワクチン小分け管理料　　　20円
　　　　 　接種用注射針管理料　 　　　5円
　　　　   シリンジ管理料　　　　　　　　 5円
　　　　　 希釈用生理食塩水管理料 　5円

市民健康課 令和３年度乳がん個別検診業務委託
乳がん検診（自己負担なし）　 　11,786円
乳がん検診（自己負担あり）　   10,286円
乳がん検診精度管理研修会　113,135円　　　　　※全て税込

国民健康保険課 令和３年度後期高齢者医療保険料納付通知書封入封緘業務委託 95.00円／件

医療助成年金課 令和３年度医療費受給者証封入封緘業務委託契約 封筒１枚につき10円80銭、医療費受給者証封入封緘1枚につき18円00銭

選挙管理委員会事務局 兵庫県知事選挙に係る期日前投票所・当日投票所受付等業務
1時間あたり
期日前投票所受付（リーダー）1,310円、期日前投票所受付（一般）1,250円、事前研修 1,260円、当日
投票所受付 1,254円、当日投票所（8H超）1567.5円

別紙「契約単価」


