
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

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 株式会社ＳＩＣ 3,088,800 令和3年6月24日

高齢者・地域福祉課 在宅医療・看取りに関する実態調査業務委託 株式会社メディヴァ 1,004,668 令和3年6月4日

国民健康保険課
令和３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3年6月29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 株式会社清光社 548,064 令和3年6月1日

営繕課
市営土山住宅中層棟エレベーター整備外（２期）工事に係る工事
監理業務委託

株式会社魚崎設計 5,368,000 令和3年6月17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 7,590,000 令和3年6月4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 4,279,000 令和3年6月4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 5,225,000 令和3年6月4日

道路保全課 街路樹維持管理委託Ｆ 森田園芸 5,885,000 令和3年6月4日

道路保全課 街路樹維持管理委託Ｇ 森田園芸 7,260,000 令和3年6月4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 4,730,000 令和3年6月4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 7,590,000 令和3年6月4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 5,830,000 令和3年6月4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 4,400,000 令和3年6月4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 7,150,000 令和3年6月4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 街路樹維持管理委託Ｂ 兵庫造園土木株式会社 8,030,000 令和3年6月5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 7,370,000 令和3年6月5日

道路保全課 志方地区道路除草委託 有限会社コレクト 4,840,000 令和3年6月9日

治水対策課 河川環境整備（河川美化）委託（A地区） 株式会社髙田造園土木 12,969,000 令和3年6月8日

治水対策課 河川環境整備（河川美化）委託（Ｂ地区） 前川造園土木株式会社 5,940,000 令和3年6月8日

治水対策課 河川敷活用可能性調査業務委託 協和設計株式会社　神戸支店 8,250,000 令和3年6月11日

市街地整備課 駅北下水道管渠引継図書作成業務委託
玉野総合コンサルタント株式会社
神戸事務所

715,000 令和3年6月15日

市街地整備課 景観まちづくりコンサルタント業務委託（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

4,620,000 令和3年6月21日

選挙管理委員会事務局 兵庫県知事選挙　開票所会場設営・撤去業務
山王スペース＆レンタル株式会社
大阪営業所

704,000 令和3年6月18日

教育総務課 小学校（全２８校）建築基準法第１２条に基づく定期点検業務委託 株式会社兵庫確認検査機構 4,994,000 令和3年6月3日

教育総務課 小学校（全２８校）防火設備定期点検業務委託 有限会社圓商 1,045,000 令和3年6月3日

教育総務課 中学校（全１２校）建築基準法第１２条に基づく定期点検業務委託
Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ’ｓ　Ｄｅｓｉｇｎ　  　Ｏｆｆｉｃｅ
ＳＨＯ

1,980,000 令和3年6月3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 330,000 令和3年6月3日

教育総務課 幼稚園（全１６園）建築基準法第１２条に基づく定期点検業務委託 株式会社兵庫確認検査機構 1,672,000 令和3年6月3日

中央図書館 加古川市立加古川図書館ＩＣタグ貼付業務委託
株式会社紀伊國屋書店　関西営業
本部

14,619,000 令和3年6月7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

資産税課
令和３年度時点修正鑑定業務（令和４年度向け）委託
契約

公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会 8,168,160 令和3年6月10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、算定箇所数等及び近隣市町との調整等を
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４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
意契約をするものである。

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 880,000 令和3年6月23日
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
端末は、住基ネットＣＳサーバーとの通信を行うものであり、サーバーを導入、保守
している事業者以外の作業が不可能であるため。

産業振興課
第3期新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事
業

兵庫県 68,971,000 令和3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。

ごみ減量推進課 燃やすごみ（可燃ごみ）質組成調査業務委託契約 株式会社ＨＥＲ 682,000 令和3年6月11日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第8号）
当該業務の施行を決定し指名競争入札を実施するも入札が予定価格を超え、同
日実施の再度入札でも落札者が無かったため、予定価格に近接した最低入札金
額を提出した者（株式会社ＨＥＲ）に対し見積り依頼を行い、随意契約を行う。

環境第２課
し尿処理管理システムWindows10対応に伴うシステム
改修業務委託

大豊機工株式会社　公共システム部 605,000 令和3年6月21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、現在導入しているし尿管理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大豊機工株式会社でなければ業務を遂行できないため、地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号のその性質又は目的が競争入札に適し
ないものに該当するため。

地域医療課
新型コロナワクチン及び関連資材配送業務委託（個
別接種）

佐川急便株式会社　関西支店 別紙「契約単価」 令和3年6月15日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
ワクチンの配送は、市内約70の医療機関を巡回するため、多くの配送車両を所有
していること、また、市内で先行して実施している新型コロナワクチン集団接種にお
けるワクチン配送業務の請負業者であり、繊細な取り扱いが求められるワクチンの
受取から配送まで実績がある唯一の業者であるため。

国民健康保険課 令和3年度早期介入簡易検査業務委託契約
ＫＤＤＩ株式会社 サービス統括本部　ライフデ
ザインサービス企画２部 ヘルスケアグループ

別紙「契約単価」 令和3年6月25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、ＫＤＤＩ株式会社と随意契約を結
ぶ。

家庭支援課
子育て世帯生活支援特別給付金システム（その他世
帯分）整備業務委託

株式会社日立システムズ　関西支社 8,547,000 令和3年6月24日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）システム整備業務の内容及びス
ケジュールを考慮すると、加古川市基幹系業務システム及び児童手当の情報を管
理する加古川市総合福祉システムを利用する必要があり、当該システム納入業者
である株式会社日立システムズでなければ業務を遂行できないため。

育児保健課 産後ケア業務
社会医療法人愛仁会明石医療センター、みそ
ら助産院

別添のとおり 令和3年6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。



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

幼児保育課
加古川市認可保育所等臨床心理士訪問指導業務委
託

特定非営利活動法人 西神戸トラウマカウンセ
リングルーム

1,067,000 令和3年6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、市内の認可保育所等への訪問が必要であり、契約業者案以外に当
該業務を請け負う業者がいないため。

道路保全課 ３０ｍ水路道路除草清掃委託
公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

1,372,800 令和3年6月8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。

道路保全課 街路草引き業務委託
公益社団法人加古川市シルバー人材セン
ター

6,958,600 令和3年6月8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 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3年6月8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。

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 635,448 令和3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無いため。

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3年6月1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。

選挙管理委員会事務
局

投票所周辺警備業務 神姫警備保障株式会社 517,000 令和3年6月29日

（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号）
当該案件については、既に４者で見積合わせを行っているが、不調となっている。
本来ならば、再度入札により業者選定をすべきところであるが、急を要するため、
仕様書を見直し、当初見積を依頼した業者のうち提示額が安価な方から３者による
見積もり合わせを行い、随意契約を行うこととする。

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 832,800 令和3年6月15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、市内各地区の農家を把
握する農業団体長で構成する加古川市農業団体連合会の他に市内の全農家を把
握する団体がないため。また、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３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3年6月15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。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ものである。



主管課名 委託名 契約単価（税抜）  　　（単位：円）

地域医療課 新型コロナワクチン及び関連資材配送業務委託（個別接種） 31,000円／台

国民健康保険課 令和３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　 9.00円

国民健康保険課 令和3年度早期介入簡易検査業務委託契約

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（ファイルストレージ）：2,200円
結果データ納品費用（セキュリティ便）：3,300円

学務課 令和３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」


