
随意契約一覧（令和３年度４月から９月契約分）
根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項 第１号 少額の契約

第２号 その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき

第３号 特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき

第４号 新規事業分野の開拓事業者から新商品の買入契約をするとき

第５号 緊急の必要によるもの

第６号 競争入札に付すことが不利なもの

第７号 時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの

第８号 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき

第９号 競争入札において落札者が契約を締結しないとき

始期 終期(納期限)

1 工事 生活環境課
第１７号　甲賀斎苑火葬炉設備修繕工
事

株式会社宮本工業所 14,850,000 令和3年6月4日 令和3年6月5日 令和3年9月30日
当火葬炉は、メーカー独自の設計または特許所有等による装置から構成されており、他者では工事を施工でき
ないため。

第２号

2 工事 下水道課
第１６号　公共下水道・農業集落排水
処理施設通報装置設置工事

小松電機産業株式会
社

12,771,000 令和3年5月28日 令和3年5月31日 令和3年10月15日 当市が採用している遠隔監視装置の製造メーカーでしか装置の設置ができないため。 第２号

3 工事 教育総務課
第２３号　甲賀図書情報館自動ドア修
繕工事

ナブコドア株式会社
滋賀営業所

1,408,000 令和3年6月2日 令和3年6月3日 令和3年8月31日 既設自動ドアメーカー以外では工事を施工できないため。 第２号

4 工事 住宅建築課
第３５号　かふか生涯学習館エレベー
タ修繕工事

東芝エレベータ株式
会社関西支社

8,514,000 令和3年7月6日 令和3年7月7日 令和3年11月25日
既設エレベータの既存不適格改修等を行うものであり、既設エレベータメーカー以外の者では施工できないた
め。

第２号

5 委託 議事課
第１１３号　甲賀市議会会議録反訳、
製本及び会議録検索システムデータ作
成業務委託（単契）

株式会社ぎょうせい
関西支社

5,499,780 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
会議録検索システムは、甲賀市ホームページで一般に公開されており、安易に変更することは市民利用の観点
から好ましくなく、当該システムのデータを唯一作成できる者であるため。

第２号

6 委託 議事課
第１１４号　甲賀市議会放送業務委託
（単契）

株式会社あいコムこ
うか

4,827,900 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 市内地域に密着し、ケーブルテレビを活用した中継が可能な者が他にないため。 第２号

7 委託 議事課
第２７５号　甲賀市議会会議システム
等改修業務委託

株式会社東和エンジ
ニアリング関西支社

6,600,000 令和3年7月5日 令和3年7月6日 令和4年1月4日 現在運用中の市議会会議システムの構築者であるため。 第２号

8 委託 秘書広報課
第８４号　市政広報テレビ番組の制
作・放送業務委託

株式会社あいコムこ
うか

41,729,600 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
市内に所在し、かつ本広報番組が対象とする市全域をカバーする唯一のケーブルテレビの放送局でしか本業務
を実施することが出来ないため。

第２号

9 委託 秘書広報課
第８５号　甲賀市ホームページ管理シ
ステム保守業務委託（長期継続）

ソンズ株式会社 8,266,500 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和8年3月31日
現在のホームページコンテンツ管理システム（ＣＭＳ）を開発し、経費を抑えたうえで、今後も継続して維持
保守を行えるため。

第２号

10 委託 秘書広報課
第２３５号　甲賀市ホームページデザ
インリニューアル業務委託

ソンズ株式会社 3,960,000 令和3年6月7日 令和3年6月8日 令和4年1月31日 独自のホームページコンテンツ管理システムの開発者以外の者では業務を履行できないため。 第２号

11 委託 危機管理課
第６５号　甲賀市緊急情報伝達システ
ム運用業務委託

ＮＥＣネッツエスア
イ株式会社京滋支店

1,135,200 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 甲賀市緊急情報伝達システムの構築者であり、設定等の対応を出来る者が他にないため。 第２号

12 委託 危機管理課
第６６号　甲賀市Ｊ－ＡＬＥＲＴ保守
点検業務委託

パナソニックシステ
ムソリューションズ
ジャパン株式会社
西日本社

609,400 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 システムの構築者以外の者では保守することができないため。 第２号

13 委託 危機管理課
第２８６号　甲賀市防災マップ作成業
務委託

株式会社ゼンリン滋
賀営業所

9,978,320 令和3年8月6日 令和3年8月7日 令和4年1月14日
防災マップの基となる住宅地図データは、複製利用が許諾されておらず、地図データの作成及び保有者でしか
業務を履行できないため。

第２号

14 委託 政策推進課
第７６号　甲賀市ふるさと納税（ふる
さとチョイス）事業支援業務委託

株式会社ＪＴＢ滋賀
支店

7,040,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「ふるさとチョイス」は、ふるさと納税主要３サイトの一つであり、効果的に寄附を募るため、その運用の委
託を受けているため。

第２号

15 委託 政策推進課
第７７号　甲賀市ふるさと納税（楽
天）事業支援業務委託

楽天グループ株式会
社

12,563,200 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 「楽天」は、ふるさと納税主要３サイトの一つであり、効果的に寄附を募るため、その運営者であるため。 第２号

16 委託 政策推進課
第７８号　甲賀市ふるさと納税（さと
ふる）事業支援業務委託

株式会社さとふる 28,710,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「さとふる」は、ふるさと納税主要３サイトの一つであり、効果的に寄附を募るため、その運営者であるた
め。

第２号

17 委託 政策推進課
第７９号　甲賀市ふるさと納税　ふる
さとチョイス（基本プラン）導入

株式会社トラストバ
ンク

10,439,400 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「ふるさとチョイス」は、ふるさと納税主要３サイトの一つであり、効果的に寄附を募るため、その運営者で
あるため。

第２号

18 委託 政策推進課
第８０号　甲賀市地域市民センター警
備保障業務委託（その１）（長期継
続）

綜合警備保障株式会
社滋賀支社

3,022,800 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和8年3月31日
警備を委託する施設には、現在、当該相手方のシステムが装備されており、他の業者への代替えができないた
め。

第２号

19 委託 政策推進課
第８１号　甲賀市地域市民センター警
備保障業務委託（その２）（長期継
続）

セコム株式会社 950,400 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和8年3月31日
警備を委託する施設には、現在、当該相手方のシステムが装備されており、他の業者への代替えができないた
め。

第２号

20 委託 政策推進課
第８２号　甲賀市まちづくり活動セン
ター機械警備業務委託（長期継続）

セコム株式会社 508,200 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和8年3月31日
警備を委託する施設には、現在、当該相手方のシステムが装備されており、他の業者への代替えができないた
め。

第２号

21 委託 政策推進課
第８３号　甲賀市まちづくり活動セン
ター昇降機保守点検業務委託（長期継
続）

三菱電機ビルテクノ
サービス株式会社関
西支社滋賀支店

2,046,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和8年3月31日
エレベーター内部には、監視カメラを含め遠隔監視装置を設置しており、安全稼動や防犯面における遠隔監視
機能は、エレベーター本体と製造会社間のみで稼動するものである。このことから、製造会社以外の者では業
務を履行できないため。

第２号

22 委託 政策推進課
第２００号　多言語電話通訳サービス
業務委託（長期継続）

株式会社ポリグロッ
トリンク

7,657,650 令和3年6月11日 令和3年7月1日 令和8年3月31日 プロポーザル方式により選定したものであるため。 第２号

23 委託 政策推進課
第２７３号　甲賀市ふるさと納税（楽
天）事業支援業務委託

株式会社ＪＴＢ滋賀
支店

5,280,000 令和3年7月2日 令和3年7月26日 令和4年3月31日
入札参加資格者名簿に登録がある者のうち、ふるさと納税の支援業務中、消費期限が３日以内の返礼品（冷蔵
牛肉）を取り扱うことが唯一可能な者であるため。

第２号

24 委託 情報政策課
第１１５号　甲賀市地域情報サービス
運営業務委託

株式会社あいコムこ
うか

16,995,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
当業務は甲賀市地域情報基盤施設を利用して緊急情報や行政情報の放送を担う地域情報サービスの運営委託で
あり、現在地域情報基盤の光ファイバー施設等の賃貸借契約を締結しており、他者では業務を履行できないた

第２号

25 委託 情報政策課
第１１６号　甲賀市地域情報基盤施設
管理業務委託

株式会社あいコムこ
うか

59,994,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日

甲賀市の緊急放送や「株式会社あいコムこうか」の各種情報サービスについては、甲賀市地域情報基盤により
サービスが提供されています。これらのサービスは暮らしを支えており、日々絶え間なくサービスを継続する
必要があるほか、障害発生時にはいち早く復旧することが必要となります。このため運用にたずさわり施設や
顧客の状況を熟知し、２４時間・３６５日対応でき、現場へ急行できる体制がとれるため。

第２号

当初契約金額
履行期間

選定・随意契約理由 根拠法令種別
(工事・委託・物品) 担当課 工事（業務）名 契約の相手方番号 契約日



始期 終期(納期限)
当初契約金額

履行期間
選定・随意契約理由 根拠法令種別

(工事・委託・物品) 担当課 工事（業務）名 契約の相手方番号 契約日

26 委託 情報政策課
第１１７号　高速インターネットプロ
パイダー接続業務

株式会社あいコムこ
うか

1,742,400 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
インターネットの障害等が発生した時には迅速に復旧する必要があり、プロパイダー事業者の中でも立地条件
により短時間で作業員等を派遣し、迅速な復旧が可能であり、また既存のプロパイダー業者であることから切
替等による新たな設定費用等が発生しないため。

第２号

27 委託 情報政策課
第１１８号　基幹系システム運用管理
業務委託

トーテックアメニ
ティ株式会社京滋事

9,240,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 システムを構築した者以外では業務を履行できないため。 第２号

28 委託 情報政策課
第１１９号　基幹系システム認証強靭
化保守業務委託

トーテックアメニ
ティ株式会社京滋事

1,481,568 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 システムを構築した者以外では業務を履行できないため。 第２号

29 委託 情報政策課
第１２０号　戸籍システム追加ソフト
ウェア保守業務委託

トーテックアメニ
ティ株式会社京滋事

924,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 システムを構築した者以外では業務を履行できないため。 第２号

30 委託 情報政策課
第２７０号　テレワークシステム導入
業務委託

ＮＥＣネッツエスア
イ株式会社京滋支店

3,850,000 令和3年6月29日 令和3年6月30日 令和3年10月29日
現在運用中の重要なネットワーク機器の設定変更が必要となり、ネットワークを構築し、運用保守を行う者で
あるため。

第２号

31 委託 総務課
第６９号　甲賀市会議録作成支援シス
テム提供業務委託

株式会社会議録研究
所

1,122,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
会議録支援システムは甲賀市仕様にカスタマイズされており、当システムを提供できるのはシステム構築業者
のみであるため。

第２号

32 委託 総務課 第７０号　文書配送業務委託（単契）
日本通運株式会社滋
賀支店

3,098,810 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
本件は、令和３年３月２９日に入札を行ったが、落札が無かったため入札を取り止め、応札した１者に見積徴
取を行い随意契約とした。

第８号

33 委託 総務課 第７１号　文書維持管理業務委託
関西レコードマネジ
メント株式会社

4,759,700 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
文書管理システムにおける維持管理業務及び改善業務の委託について、旧文書管理システムでの作業が必要で
あり、システムの導入元である者以外では、データ処理等の作業が行えないため。

第２号

34 委託 総務課 第７２号　甲賀市顧問弁護士業務委託 中川法律事務所 1,254,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
合併以降、今日まで甲賀市の顧問弁護士として法律相談の事案を継続対応するとともに、訴訟等の業務の性質
上、長期にわたって継続するところから、これまでから法律相談、訴訟において安定した実績を担保でき、信
頼性は高く、現時点で他の弁護士に求めることはできないため。

第２号

35 委託 総務課 第７３号　甲賀市顧問弁護士業務委託 中坊法律事務所 1,254,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
合併以降、今日まで甲賀市の顧問弁護士として法律相談の事案を継続対応するとともに、訴訟等の業務の性質
上、長期にわたって継続するところから、これまでから法律相談、訴訟において安定した実績を担保でき、信
頼性は高く、現時点で他の弁護士に求めることはできないため。

第２号

36 委託 総務課
第７４号　甲賀市例規データベース更
新等業務委託

株式会社ぎょうせい 2,970,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日

例規の作成及び更新等の例規データ管理業務については、万全かつ専門的な審査体制、法制執務に対する高い
専門性、充実した各例規の引用法令検索体制等を具備していることが必要不可欠です。当市の例規データベー
スを合併当時に開発し著作権を有すること、また、独自のデータベース仕様であるために他者の仕様に変換す
る場合は新たに経費と期間が発生することになるため。

第２号

37 委託 総務課
第７５号　甲賀市例規執務サポートシ
ステム使用料

株式会社ぎょうせい 1,749,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日

例規、規則等の作成支援や審査、更新等の例規に関する総合的な管理システムについては、法制執務に対する
高い専門性、万全な審査体制及び引用法令検索体制を有した上、信頼性・操作性・安定性の高いシステムが求
められる。このような例規執務サポートシステムについて、正確・充実・安定した総合サポート体制を確保し
つつ提供でき、国の法令及び全国自治体の例規に対して豊富な専門知識や情報を持ち、これまでから安定した
実績を担保できる唯一の者であるため。

第２号

38 委託 人事課
第６７号　甲賀市ハラスメント外部相
談窓口業務委託

キャリアマネジメン
トコンサルティング
株式会社

3,410,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
プライバシーに関わる相談であって、引き続き対応が必要な案件があり、一貫性のある対応を必要とするた
め。

第２号

39 委託 人事課 第２６１号　職員研修業務委託
株式会社話し方教育
センター

748,000 令和3年9月6日 令和3年9月7日 令和4年3月31日 プロポーザル方式により選定したものであるため。 第２号

40 委託 管財課
第６８号　甲賀市公共施設可燃ごみ・
資源ごみ等収集運搬業務委託

株式会社水口テクノ
ス

23,100,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づき策定した、甲賀市一般廃
棄物処理業等合理化事業計画により、支援業者３社と締結した合意書に規定した、事業転換支援のための代替
業務のため。

第２号

41 委託 市民課
第２９６号　住民基本台帳ネットワー
クシステム統合端末機器導入（長期継
続）

トーテックアメニ
ティ株式会社京滋事
業所

2,165,240 令和3年8月10日 令和3年8月10日 令和6年9月30日
「おうみ自治体クラウド協議会」により調達している機器の増設であり、システムを構築した者以外では業務
を履行できないため。

第２号

42 委託 保険年金課
第１９７号　甲賀市国民健康保険被保
険者証（兼高齢受給者証）カード作成
封入封緘業務委託（単契）

共同印刷西日本株式
会社

1,513,600 令和3年4月26日 令和3年4月28日 令和3年7月5日
ＬＧＷＡＮによる当市との通信専用回線を保有し、個人情報を含むデータの引き渡しを高度なセキュリティ基
準にて行うことができ、データ出力から封入封緘まで一連の作業が唯一可能な者であるため。

第２号

43 委託 保険年金課
第２３８号　甲賀市国民健康保険特定
健康診査データ分析及び受診勧奨業務
委託

株式会社キャンサー
スキャン

6,137,912 令和3年6月9日 令和3年6月10日 令和4年3月25日
特定健康診査の勧奨効果が高い対象者を効率的に抽出可能な人工知能を使用した特許技術を有する唯一の者で
あるため。

第２号

44 委託 生活環境課
第２８号　可燃ごみ・資源ごみ等収集
運搬業務委託（水口町）

株式会社水口テクノ
ス

160,600,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づき策定した、甲賀市一般廃
棄物処理業等合理化事業計画により、支援業者３社と締結した合意書に規定した、事業転換支援のための代替
業務のため。

第２号

45 委託 生活環境課
第２９号　可燃ごみ・資源ごみ等収集
運搬業務委託（土山町）

株式会社ヒロセ甲賀
支店

80,300,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づき策定した、甲賀市一般廃
棄物処理業等合理化事業計画により、支援業者３社と締結した合意書に規定した、事業転換支援のための代替
業務のため。

第２号

46 委託 生活環境課
第３０号　可燃ごみ・資源ごみ等収集
運搬業務委託（甲賀町）

株式会社日映日野 105,600,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づき策定した、甲賀市一般廃
棄物処理業等合理化事業計画により、支援業者３社と締結した合意書に規定した、事業転換支援のための代替
業務のため。

第２号

47 委託 生活環境課
第３１号　可燃ごみ・資源ごみ等収集
運搬業務委託（甲南町）

株式会社日映日野 121,000,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づき策定した、甲賀市一般廃
棄物処理業等合理化事業計画により、支援業者３社と締結した合意書に規定した、事業転換支援のための代替
業務のため。

第２号

48 委託 生活環境課
第３２号　可燃ごみ・資源ごみ等収集
運搬業務委託（信楽町）

株式会社水口テクノ
ス

110,000,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づき策定した、甲賀市一般廃
棄物処理業等合理化事業計画により、支援業者３社と締結した合意書に規定した、事業転換支援のための代替
業務のため。

第２号

49 委託 生活環境課
第３３号　リサイクルセンター等運営
業務委託（その１）

株式会社水口テクノ
ス

209,000,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づき策定した、甲賀市一般廃
棄物処理業等合理化事業計画により、支援業者３社と締結した合意書に規定した、事業転換支援のための代替
業務のため。

第２号

50 委託 生活環境課
第３４号　リサイクルセンター等運営
業務委託（その２）

株式会社ヒロセ甲賀
支店

52,250,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づき策定した、甲賀市一般廃
棄物処理業等合理化事業計画により、支援業者３社と締結した合意書に規定した、事業転換支援のための代替
業務のため。

第２号

51 委託 生活環境課
第３５号　各不燃物処理場（エコス
テーション）管理及び環境美化推進業
務委託

株式会社水口テクノ
ス

50,600,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づき策定した、甲賀市一般廃
棄物処理業等合理化事業計画により、支援業者３社と締結した合意書に規定した、事業転換支援のための代替
業務のため。

第２号
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52 委託 生活環境課
第３６号　不燃廃棄物破砕残渣運搬業
務委託

株式会社日映日野 11,550,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づき策定した、甲賀市一般廃
棄物処理業等合理化事業計画により、支援業者３社と締結した合意書に規定した、事業転換支援のための代替
業務のため。

第２号

53 委託 生活環境課
第３７号　蛍光管・乾電池運搬処理等
業務委託（単契）

日映興業株式会社 5,033,105 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
蛍光管及び乾電池の有害ごみ最終処分場は、野村興産株式会社イトムカ鉱業所しかなく、県内の唯一の系列会
社であるため。

第２号

54 委託 生活環境課
第３８号　狂犬病予防注射済票交付手
数料徴収業務委託（単契）

公益社団法人滋賀県
獣医師会

902,800 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
犬の所有者が注射を依頼する獣医師に指定はなく、県内のいずれの動物病院でも実施できるようにする必要が
あり、県内のほぼ全ての獣医師が入会している団体は他にないため。

第２号

55 委託 甲賀斎苑
第３９号　甲賀斎苑浄化槽維持管理業
務委託

株式会社日映日野 1,293,600 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
本業務は、甲賀斎苑における合併浄化槽の保守点検、水質調査、清掃等であり、これに付随する浄化槽汚泥の
運搬処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき実施することから、この地域で許可されている者以
外では業務を履行できないため。

第２号

56 委託 甲賀斎苑
第２１２号　甲賀斎苑外構（残地森林
除草等）清掃業務委託

葛木区 2,000,000 令和3年5月15日 令和3年5月16日 令和3年12月7日 当敷地は、葛木区生産組合所有の森林がその境界をなしていることから、周辺に詳しい者であるため。 第２号

57 委託 福祉医療政策課
第４号　在宅医療・介護連携推進業務
委託

甲賀市立介護老人保
健施設ケアセンター
ささゆり

9,927,200 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
甲賀湖南医師会および市内各医療機関において、当市の在宅医療は当該相手方を拠点として推進していくこと
が確認されており、当事業を実施できるものが他にないため。

第２号

58 委託 福祉医療政策課 第５号　地域力強化推進事業業務委託
社会福祉法人甲賀市
社会福祉協議会

11,899,800 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
本市において市民の相談・支援体制を構築してきた唯一の者であり、本事業の目的達成のためにボランティア
育成研修や福祉セミナーとして地域と行政等をつなぐコーディネイトなどの業務を履行可能なのは同者しかな
いため。

第２号

59 委託 福祉医療政策課
第６号　ふくしマンパワーねっと事業
業務委託

社会福祉法人甲賀市
社会福祉協議会

3,999,600 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
甲賀市内の福祉事業所等のプラットフォーム型の連携機関として、平成２９年度に発足した『ふくしマンパ
ワーねっと』で３年間事務局を担っており、その経験から培ったノウハウを活用するため。

第２号

60 委託 福祉医療政策課
第７号　水口社会福祉センター維持管
理業務委託

社会福祉法人甲賀市
社会福祉協議会

2,838,726 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
水口社会福祉センターは指定管理施設である甲賀市福祉ホールと一体利用されているおり、その指定管理者で
あるため。

第２号

61 委託 生活支援課 第１０号　家計改善支援事業業務委託
社会福祉法人甲賀市
社会福祉協議会

3,369,080 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階の自立支援策を強化するものであり「家計改善支援事業」
もその一つである。従来から権利擁護や生活福祉資金等の貸付、緊急小口貸付といった金銭に関わる事業を
行っており、当市で生活する人々の相談・支援体制を長期にわたって構築してき唯一の者であるため。

第２号

62 委託 生活支援課 第１１号　自立支援事業業務委託
社会福祉法人甲賀市
社会福祉協議会

5,764,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
当業務を実施するうえで必要となる、地域市民、各関係機関とのコーディネートや連携支援を図ることは、長
期にわたり地域での相談支援活動を実際に行い、そこから培ったネットワークを持つ者しか行えないため。

第２号

63 委託 生活支援課
第１２号　甲賀市生活困窮者就労準備
支援事業業務委託

社会福祉法人しがら
き会

2,472,800 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日

本業務は生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者・被保護者就労準備支援事業を実施するもので個人の状
況に応じた就労準備支援プログラムを作成、訓練を実施し就職することを目的としている。これらの業務を円
滑に行うには甲賀圏域働き・暮らし応援センターを受託し、障がい者雇用支援について実績のある者でしか業
務を履行できないため。

第２号

64 委託 生活支援課
第１３号　甲賀市学習支援事業「学ん
でいコウカ」水口教室業務委託

社会福祉法人甲賀市
社会福祉協議会

6,625,300 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日

本業務は、生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮世帯の子どもや、不登校の子どもたちに対し、子どもの
状況に応じた学習支援を目的としている。市町村の区域を単位とする社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図
ることを目的とした者であり、当地域においては当該相手方が市民の相談・支援体制を長期にわたって構築
し、また、ボランティアの確保や食事・送迎体制を整えられる唯一の者であるため。

第２号

65 委託 生活支援課
第１４号　甲賀市学習支援事業「学ん
でいコウカ」甲賀教室業務委託

社会福祉法人甲賀会 2,059,999 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日

本業務は、生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者世帯の子どもや不登校の子どもを対象に、学習と生活
の支援ならびに居場所の提供をおこなうものです。長年にわたり甲賀地域において福祉事業に携わってきたこ
とにより、地域とのつながりが深く、ボランティアの人材を確保しやすいこと、所有する施設が充実してお
り、食事の提供や送迎といった事業に活用できることなどから、他者では業務を履行できないため。

第２号

66 委託 生活支援課
第１５号　甲賀市学習支援事業「学ん
でいコウカ」信楽教室業務委託

社会福祉法人しがら
き会

1,790,800 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日

本業務は、生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者世帯の子どもや不登校の子どもを対象に、学習と生活
の支援ならびに居場所の提供をおこなうものです。長年にわたり信楽地域において福祉事業に携わってきたこ
とにより、地域とのつながりが深く、ボランティアの人材を確保しやすいこと、所有する施設が充実してお
り、食事の提供や送迎といった事業に活用できることなどから、他者では業務を履行できないため。

第２号

67 委託 生活支援課
第１６号　甲賀市学習支援事業「学ん
でいコウカ」甲南火曜教室業務委託

社会福祉法人甲南会 1,870,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日

本業務は、生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者世帯の子どもや不登校の子どもを対象に、学習と生活
の支援ならびに居場所の提供をおこなうものです。長年にわたり甲南地域において福祉事業に携わってきたこ
とにより、地域とのつながりが深く、ボランティアの人材を確保しやすいこと、所有する施設が充実してお
り、食事の提供や送迎といった事業に活用できることなどから、他者では当市が希望する条件による業務を履
行できないため。

第２号

68 委託 生活支援課
第１７号　甲賀市学習支援事業「学ん
でいコウカ」甲南木曜教室業務委託

特定非営利活動法人
サポートハウスほほ
えみ

2,547,600 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日

本業務は、生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者世帯の子どもや不登校の子どもを対象に、学習と生活
の支援ならびに居場所の提供をおこなうものです。長年にわたり甲南地域において福祉事業に携わってきたこ
とにより、地域とのつながりが深く、ボランティアの人材を確保しやすいこと、所有する施設が充実してお
り、食事の提供や送迎といった事業に活用できることなどから、他者では当市が希望する条件による業務を履
行できないため。

第２号

69 委託 生活支援課
第１８号　甲賀市学習支援事業「学ん
でいコウカ」土山教室業務委託

社会福祉法人洗心福
祉会

2,021,140 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日

本業務は、生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者世帯の子どもや不登校の子どもを対象に、学習と生活
の支援ならびに居場所の提供をおこなうものです。土山地域において福祉事業に携わってきたことにより、地
域とのつながりが深く、ボランティアの人材を確保しやすいこと、所有する施設が充実しており、食事の提供
や送迎といった事業に活用できることなどから、他者では業務を履行できないため。

第２号

70 委託 生活支援課
第１９号　甲賀市学習支援事業「学ん
でいコウカ」昼の教室業務委託

特定非営利活動法人
サポートハウスほほ
えみ

1,925,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日

本業務は、生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者世帯の子どもや不登校の子どもを対象に、学習と生活
の支援ならびに居場所の提供をおこなうものです。長年にわたり甲南地域において福祉事業に携わってきたこ
とにより、地域とのつながりが深く、ボランティアの人材を確保しやすいこと、所有する施設が充実してお
り、食事の提供や送迎といった事業に活用できることなどから、他者では当市が希望する条件による業務を遂
行することができないため。

第２号

71 委託 生活支援課
第２０号　医療レセプト管理システム
保守業務委託（長期継続）

富士通Ｊａｐａｎ株
式会社関西支社

2,640,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和8年3月31日
本業務委託は、レセプト代行受領、資格審査作業、レセプト返戻作業、マスタ更新作業等を委託するもので
あって髙い専門性が求められること、また、レセプト管理システムの開発元であることから、本業務を実施で
きる唯一の者であるため。

第２号

72 委託 障がい福祉課
第２１号　障がい者施設等共同受注窓
口業務委託

甲賀市障がい者就労
支援部会

2,752,200 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
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に規定する施設等からの役務の提供を受ける業
務であるため。

第３号

73 委託 障がい福祉課
第２２号　障がい者雇用支援公共施設
管理等業務委託

甲賀市障がい者就労
支援部会

8,427,001 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
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に規定する施設等からの役務の提供を受ける業
務であるため。

第３号

74 委託 障がい福祉課
第２３号　精神障害者地域生活支援セ
ンター事業業務委託

一般社団法人水口病
院

18,000,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
入札参加資格者名簿に登録がある者の中で、精神保健福祉士の有資格者や社会復帰施設指導員を有し、精神障
害者の日常生活の支援や相談対応が唯一可能なため。

第２号

75 委託 障がい福祉課
第２４号　甲賀圏域障がい者基幹相談
支援センター運営業務委託

社会福祉法人グロー 12,000,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
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に規定する施設等からの役務の提供を受ける業
務であるため。

第３号



始期 終期(納期限)
当初契約金額

履行期間
選定・随意契約理由 根拠法令種別

(工事・委託・物品) 担当課 工事（業務）名 契約の相手方番号 契約日

76 委託 障がい福祉課
第２５号　障がい福祉サービス請求内
容チェックシステム賃貸借

株式会社ニック 792,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 当システムの構築者であり、他者では賃貸借（保守含む）を行うことができないため。 第２号

77 委託 障がい福祉課
第２６号　甲賀市・湖南市認証発達障
害者ケアマネジメント支援事業業務委
託

社会福祉法人グロー 1,000,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
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に規定する施設等からの役務の提供を受ける業
務であるため。

第３号

78 委託 障がい福祉課
第２７号　障害者生活支援事業業務委
託

社会福祉法人瑠璃光
会

11,400,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
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に規定する施設等からの役務の提供を受ける業
務であるため。

第３号

79 委託 障がい福祉課
第２９３号　甲賀市障害児タイムケア
事業業務委託（単契）

社会福祉法人甲賀市
社会福祉協議会

963,000 令和3年7月21日 令和3年7月22日 令和4年3月31日
障がいのある児童の健全育成に対して深い理解があり、地域のボランティア団体等とのつながりから事業への
協力を得ることで、共生社会の実現に向けた取り組みが唯一可能な者であるため。

第２号

80 委託 長寿福祉課
第１号　介護給付適正化支援システム
保守業務委託

トーテックアメニ
ティ株式会社京滋事

1,419,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 本システムを総販売元として扱っており、他者では保守点検を行うことができないため。 第２号

81 委託 長寿福祉課
第２号　甲賀市移送サービス事業業務
委託（単契）

社会福祉法人甲賀市
社会福祉協議会

4,134,922 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
認知症高齢者及び障がい者等の特性を理解し対応するための様々な福祉の知識・技術、また、地域の民生委
員・児童委員や介護事業所との連携を必要とすることから、他者では業務をなし得ないため。

第２号

82 委託 長寿福祉課
第３号　甲賀市生活支援体制整備事業
業務委託

社会福祉法人甲賀市
社会福祉協議会

7,497,600 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
当事業は、地域の人々の協働を通じて地域の最前線で活動するものであり、当事業を実施することができる者
は他にないため。

第２号

83 委託 すこやか支援課
第８号　甲賀市認知症キャラバン啓発
業務委託

社会福祉法人甲賀市
社会福祉協議会

2,090,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日

市内で唯一、水口・土山・甲賀・甲南・信楽の全地域で介護保険サービス事業を実施するとともに、世代の異
なる障がい者共同作業所の運営や地域ボランティア活動支援等、地域福祉の推進に寄与されている者であり、
現場職員の人権意識の向上と質の高い福祉サービスの提供をめざし、職員を対象とした人権研修や人材育成を
行っている。また、職員は、認知症キャラバンメイト（認知症サポーターを養成する講師）として地域で暮ら
す認知症や認知症をかかえる家族の支援者育成にも積極的に取組まれている。これらのことから、当事業を実
施することができる者は他にないため。

第２号

84 委託 すこやか支援課
第９号　甲賀市高齢者介護予防ボラン
ティア・ポイント業務委託

社会福祉法人甲賀市
社会福祉協議会

990,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
高齢者や在宅介護を支える人々に対して、各種在宅介護サービスの提供等を行うことを目的に設立された者で
あり、また、ボランティアセンターも設置されていることから、当事業を実施することができる者は他にない
ため。

第２号

85 委託 すこやか支援課
第１８２号　健診ＷＥＢ予約サービス
業務委託

マーソ株式会社 1,320,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
健診申し込みの際に年齢を入力することで受診可能な健診が絞り込むことができ、それに基づいた受信告知か
ら次回の受診勧奨までをセットで行える唯一のシステムを提供できる者であるため。

第２号

86 委託 すこやか支援課
第１８６号　甲賀市がん検診受診勧奨
通知印刷及び封入封緘業務委託

共同印刷西日本株式
会社

2,633,510 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和3年5月31日
ＬＧＷＡＮによる当市との通信専用回線を保有し、個人情報を含むデータの引き渡しを高度なセキュリティ基
準にて行うことができ、データ出力から封入封緘まで一連の作業が唯一可能な者であるため。

第２号

87 委託 すこやか支援課
第２９４号　ＩＣＴを活用した個別処
方型運動プログラム提供業務委託

株式会社タニタヘル
スリンク

6,665,120 令和3年7月30日 令和3年7月31日 令和4年3月31日
健康づくりに関する広範囲かつ専門的知識と経験を有し、高等教育機関と連携してＰＤＣＡサイクルの包括的
な提供が唯一可能な者であるため。

第２号

88 委託 すこやか支援課
第３１８号　甲賀市運動教室開催にか
かる機器導入（長期継続）

株式会社タニタヘル
スリンク

1,742,400 令和3年9月15日 令和3年10月1日 令和6年9月30日
今回導入する機器は個別型運動教室で使用するものであることから、教室開催業務の受注者とのデータ通信が
可能である必要があり、教室開催業務の受注者であって当該機器を唯一導入可能な者であるため。

第２号

89 委託 新型コロナウイルス感染症対策室

令和２年度第４１６号　新型コロナウ
イルスワクチン集団接種会場設営業務
委託

株式会社カワシマ 5,654,000 令和3年4月23日 令和3年4月26日 令和3年9月30日
予防接種法附則第７条第１項の規定に基づき新型コロナウイルスワクチン接種を実施するために委託するもの
であり、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の目的を踏まえ、競争入札に付するいとまがないもの
であるため、催事会場設営を希望する者を対象とした見積合わせによる随意契約とした。

第５号

90 委託 新型コロナウイルス感染症対策室

第２３０号　新型コロナウイルスワク
チン集団接種会場運営業務委託（単
契）

滋賀設備株式会社 26,699,112 令和3年5月21日 令和3年5月24日 令和3年9月30日

本件は予防接種法（昭和23年法律第68号）附則第７条第１項の規定に基づき、新型コロナウイルスワクチン接
種を実施するために委託するものであり、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の目的を踏まえ、競
争入札に付するいとまがないものであるため、人材派遣の一般労働者派遣又はその他を希望する者を対象とし
た見積合わせによる随意契約とした。

第５号

91 委託 新型コロナウイルス感染症対策室

第２３１号　新型コロナウイルスワク
チン接種事業バス等運行業務委託（そ
の１）（単契）

滋賀観光バス株式会
社水口営業所

29,854,132 令和3年5月14日 令和3年5月17日 令和3年9月30日
計画的かつ効率的な運行を行う必要があることから、当該区域の運転経路を熟知する市路線バス事業者である
ため。

第２号

92 委託 新型コロナウイルス感染症対策室

第２３２号　新型コロナウイルスワク
チン接種事業バス等運行業務委託（そ
の２）（単契）

株式会社シガ・エー
ジェントシステム

5,733,728 令和3年5月14日 令和3年5月17日 令和3年9月30日
計画的かつ効率的な運行を行う必要があることから、当該区域の運転経路を熟知する市路線バス事業者である
ため。

第２号

93 委託 新型コロナウイルス感染症対策室

第２５５号　新型コロナウイルスワク
チン集団接種会場運営補助業務委託
（単契）

公益社団法人滋賀県
シルバー人材セン
ター連合会

10,132,320 令和3年6月11日 令和3年6月14日 令和3年9月30日 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条に規定する法人からの役務の提供を受ける業務であるため。 第３号

94 委託 新型コロナウイルス感染症対策室

第２５９号　新型コロナウイルスワク
チン指定医療機関への配送業務委託
（単契）

セイノースーパーエ
クスプレス株式会社
滋賀北陸エリア

3,029,400 令和3年6月11日 令和3年6月14日 令和3年9月30日
高齢者へのワクチン接種の前倒し実施（７月末完了）の方針が国から示されたことに伴い、市内医療機関との
接種受け入れの調整が加速している状況にあり、早急にワクチン運搬体制を構築する必要があるため、運送運
輸を希望する者を対象とした見積合わせによる随意契約とした。

第５号

95 委託 新型コロナウイルス感染症対策室

第２８７号　新型コロナウイルスワク
チン集団接種会場等における多言語電
話通訳サービス業務委託

株式会社ポリグロッ
トリンク

995,500 令和3年7月8日 令和3年7月9日 令和3年10月31日 「令和３年度第２００号多言語電話通訳サービス業務委託（長期継続）」の臨時的な追加業務であるため。 第２号

96 委託 水口医療介護センター
第１２１号　甲賀市水口医療介護セン
ター調剤業務委託（単契）

株式会社やくさ薬局 1,359,600 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
入札参加資格者名簿に登録がある者のうち、調剤や医薬品の管理など専門的な当業務の履行が唯一可能なた
め。

第２号

97 委託 水口医療介護センター
第１８８号　甲賀市水口医療介護セン
ター生化学自動分析装置保守業務委託

ニプロ株式会社京都
支店滋賀営業所

528,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 装置を設置した者以外では業務を履行できないため。 第２号

98 委託 信楽中央病院
第１２３号　信楽中央病院医療情報シ
ステム保守業務委託

株式会社ソフトウェ
ア・サービス

5,630,130 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和3年12月31日 システムのプログラムは開発業者でしか保守することができないため。 第２号

99 委託 信楽中央病院
第１２４号　信楽中央病院診療報酬明
細書点検業務委託（単契）

株式会社ニチイ学館 2,468,400 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 入札参加資格者名簿に登録がある者の中で、定期のレセプト点検を行う者が他にないため。 第２号

100 委託 信楽中央病院
第１２５号　信楽中央病院在宅酸素療
法酸素供給装置レンタル１（単契）

フクダライフテック
京滋株式会社滋賀営

4,633,200 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
在宅酸素療法で使用する酸素濃縮装置と携帯用酸素ボンベは、医師が患者の症状にあわせて機器を選定してお
り、症状にあった機器を唯一取り扱う者であるため。

第２号

101 委託 信楽中央病院
第１２６号　信楽中央病院在宅酸素療
法酸素供給装置レンタル２（単契）

大丸エナウィン株式
会社湖南支店

1,478,400 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
在宅酸素療法で使用する酸素濃縮装置と携帯用酸素ボンベは、医師が患者の症状にあわせて機器を選定してお
り、症状にあった機器を唯一取り扱う者であるため。

第２号

102 委託 信楽中央病院
第１２７号　信楽中央病院Ｘ線ＴＶ撮
影装置保守点検業務委託

島津メディカルシス
テムズ株式会社滋賀
営業所

1,210,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 機器の製造業者でなければ保守することができないため。 第２号

103 委託 信楽中央病院
第１２８号　信楽中央病院Ｘ線ＣＴ装
置保守点検業務委託線

キヤノンメディカル
システムズ株式会社
滋賀支店

3,267,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 機器の製造業者でなければ保守することができないため。 第２号
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104 委託 信楽中央病院
第１２９号　信楽中央病院合併浄化槽
保守点検業務委託

株式会社ヒロセ甲賀
支店

871,200 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 当病院の地域（信楽町長野）において、浄化槽の清掃業務（汚泥引抜）を許可されている者が他にないため。 第２号

105 委託 信楽中央病院
第１３０号　信楽中央病院生化学分析
装置保守点検業務委託

キヤノンメディカル
システムズ株式会社
滋賀支店

1,099,560 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 機器の製造業者でなければ保守することができないため。 第２号

106 委託 信楽中央病院
第３２０号　信楽中央病院オンライン
資格確認システム整備業務委託

株式会社ソフトウェ
ア・サービス

2,492,600 令和3年9月21日 令和3年9月22日 令和3年10月29日
既存電子カルテシステムに連動するものであることから、電子カルテシステム構築した者以外では業務をなし
得ないため。

第２号

107 委託 子育て政策課
第４３号　ファミリーサポートセン
ター業務委託

社会福祉法人甲賀市
社会福祉協議会

2,799,500 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
当該事業を実施するためには地域の実態や特性、対象者の把握をしている者でなければならず、市内の各地域
に拠点をもち、行政の福祉施策を推進するための専門知識を要することから、現事業を実施している者以外が
実施した場合、事業推進に著しい支障が出る恐れがあるため。

第２号

108 委託 子育て政策課
第４４号　こんにちは赤ちゃん訪問事
業事務委託

社会福祉法人甲賀市
社会福祉協議会

517,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
本委託は、こんにちは赤ちゃん事業を実施するための準備事務であることから、こんにちは赤ちゃん事業とは
密接不可分なものであり、その事業を受託して実施する『甲賀市民生委員児童委員協議会連合会』の事務局を
除いては事務を遂行できないため。

第２号

109 委託 子育て政策課
第４５号　こうか子ども・子育て情報
発信ポータルサイト保守管理業務委託

富士通株式会社滋賀
支店

1,888,150 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
当ポータルサイトの開発は、平成２８年度に実施したプロポーザル方式により相手方を決定して契約したもの
であり、ページデザインの整合性や継続した運用管理を行うため。

第２号

110 委託 子育て政策課
第４６号　甲賀市子育て世代包括支援
センター室内多目的広場運営管理業務
委託

一般社団法人育児ひ
ろばアプリコット

10,003,400 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
当該事業実施にあたっては、長年にわたり市内において同様の業務を公益活動として実施し、その中で積み重
ねられた豊富な子育て支援のノウハウやスキルを持ち、地域のニーズや課題を熟知する者以外では業務を履行
できないため。

第２号

111 委託 子育て政策課 第４７号　つどいのひろば事業委託
一般社団法人育児ひ
ろばアプリコット

2,288,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日

当事業は、甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画の中で取り組むものであり、当該事業を実施するために
は地域の実態や特性、対象者の把握をしている者でなければならず、市内に拠点をもち、行政の福祉施策を推
進するための専門知識を要することから、現事業を実施している者以外が実施した場合、事業推進に著しい支
障が出る恐れがあるため。

第２号

112 委託 発達支援課
第４８号　健康管理システム追加オプ
ション保守業務委託（長期継続）

トーテックアメニ
ティ株式会社京滋事

3,663,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和8年3月31日
本業務の対象は、おうみ自治体クラウド・基幹システムサービスにより導入している健康管理システムの追加
オプションであることから、健康管理システムを構築した者以外では業務を履行できないため。

第２号

113 委託 発達支援課
第４９号　甲賀市児童発達支援セン
ターエレベーター保守点検業務委託
（長期継続）

三菱電機ビルテクノ
サービス株式会社関
西支社滋賀支店

1,980,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和8年3月31日
製造メーカー以外の者に業務を履行させた場合、故障や事故等が発生した際に責任の所在が不明確になるな
ど、著しい支障が生じるおそれがあるため。

第２号

114 委託 保育幼稚園課
第４０号　甲賀市保育園（土山町・信
楽町）警備保障業務委託

綜合警備保障株式会
社滋賀支社

651,720 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
警備を委託する施設には、現在、当該相手方のシステムが装備されており、他の業者への代替えができないた
め。

第２号

115 委託 保育幼稚園課
第４１号　あいみらい保育園エレベー
ター保守点検業務委託（長期継続）

東芝エレベータ株式
会社関西支社

1,650,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和8年3月31日
当該エレベーターはコンピューターによって制御されており、設置メーカー以外の者では制御システムからの
情報抽出ができず、故障などの正確な状況把握ができないため。

第２号

116 委託 保育幼稚園課
第４２号　甲賀市保育園業務支援シス
テム利用

株式会社両備システ
ムズ

1,782,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 システムを構築・提供する者以外では業務を履行できないため。 第２号

117 委託 商工労政課 第８６号　公共施設管理等業務委託
公益社団法人甲賀市
シルバー人材セン

60,552,800 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条に規定する法人からの役務の提供を受ける業務であるため。 第３号

118 委託 商工労政課
第８７号　甲賀ＪＯＢフェア開催事業
業務委託

株式会社学情 4,132,726 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和3年9月30日
入札参加資格者名簿に登録がある者の中で、企業の採用面接における指導育成等を行っており、近畿圏内で数
多くの就職説明会を開催した実績があり、就職面接会の企画運営が可能な業者が他にないため。

第２号

119 委託 商工労政課
第１９９号　甲賀市地域経済応援クー
ポン券等印刷等業務委託（単契）

アインズ株式会社滋
賀南営業所

6,758,180 令和3年4月26日 令和3年4月27日 令和3年7月2日
クーポン券には複写できない特殊加工を施し、大量かつ正確に印刷する必要があるほか、世帯構成員数ごとに
冊数を調整した封入封緘作業が必要なことなど、一般印刷を希望する入札参加資格者名簿に登録がある者のう
ち、前述の作業が可能な者を対象とした見積合わせによる随意契約とした。

第５号

120 委託 商工労政課
第２１８号　ワーク・ライフ・バラン
ス推進事業業務委託

合同会社ＷＬＢＣ関
西

4,695,625 令和3年5月19日 令和3年5月20日 令和4年2月28日
入札参加資格者名簿に登録がある業者の中で、イクボスを核とした働き方改革推進業務また、ワーク・ライ
フ・バランス推進を取り扱っている唯一の者であるため。

第２号

121 委託 商工労政課
第２２０号　甲賀市女性の起業・キャ
リアアップ支援事業業務委託

Ｓｐａｒｋｌｅ 2,090,000 令和3年8月12日 令和3年8月13日 令和4年2月28日 プロポーザル方式により選定したものであるため。 第２号

122 委託 商工労政課
第２５４号　甲賀市信楽産業展示館・
ピアノ部品交換業務委託

株式会社十字屋草津
営業所

1,904,452 令和3年6月23日 令和3年6月24日 令和3年12月17日
入札参加資格者名簿に登録がある業者の中で、ヤマハコンサートグランドピアノ認定技術者を複数名擁する者
が他にないため。

第２号

123 委託 商工労政課
第２７１号　新業態による事業定着支
援事業補助金交付事務業務委託

甲賀市商工会 4,998,800 令和3年6月28日 令和3年7月1日 令和4年2月28日
公共的団体であり、「商工会法」により特定の事業者の利益を優先することなく、地域の商業の総合的な改善
発達を図り、併せて、地域社会一般の福祉の増進に資することを目的として組織されており、また、地域の小
規模事業者の経営改善を支援することも位置付けられた者であるため。

第２号

124 委託 商工労政課
第２７２号　キャッシュレス決済機械
器具等導入・決済手数料補助金交付事
務業務委託

甲賀市商工会 26,195,600 令和3年6月28日 令和3年7月1日 令和4年2月28日
公共的団体であり、「商工会法」により特定の事業者の利益を優先することなく、地域の商業の総合的な改善
発達を図り、併せて、地域社会一般の福祉の増進に資することを目的として組織されており、また、地域の小
規模事業者の経営改善を支援することも位置付けられた者であるため。

第２号

125 委託 商工労政課
第２９９号　企業立地ガイド作成業務
委託

株式会社ゼンリン滋
賀営業所

1,166,000 令和3年8月19日 令和3年8月20日 令和3年12月17日
企業立地ガイドの住宅地図データは、複製利用が許諾されておらず、地図データの作成及び保有者でしか業務
を履行できないため。

第２号

126 委託 観光企画推進課 第８８号　観光拠点施設運営業務委託
一般社団法人甲賀市
観光まちづくり協会

6,986,430 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
観光拠点施設整備の基本計画において、本市の観光案内のノウハウと実績を有するために管理運営することが
望ましいとされている者であるため。

第２号

127 委託 観光企画推進課 第２４９号　首都圏ＰＲ事業業務委託
一般社団法人東京滋
賀県人会

1,488,300 令和3年6月21日 令和3年6月22日 令和4年2月28日
国内外各所様々な形での会員や組織ネットワークを保有し、広くプロモーション活動を行うことができ、前年
度の実績により効果的な継続事業として実施できるため。

第２号

128 委託 農業振興課
第８９号　甲賀市都市農村交流推進業
務委託

甲賀市都市農村交流
推進協議会

5,489,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 都市農村交流を行政と市内の農林業・観光・商工団体が連携し、推進している市内唯一の者であるため。 第２号

129 委託 農業振興課
第９０号　田代高原の郷浄化槽維持管
理業務委託

株式会社水口テクノ
ス

741,400 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 当施設のある地域において、浄化槽の清掃業務（汚泥引抜）を許可されている者が他にないため。 第２号

130 委託 農業振興課
第２１７号　リーフ茶消費拡大推進業
務委託

甲賀市リーフ茶消費
拡大推進協議会

2,995,300 令和3年4月28日 令和3年4月30日 令和4年3月31日
甲賀市産の茶葉を年間通じて安定した品質で購入する必要があり、甲賀市産の茶の消費拡大を推進することを
目的として茶販売業者で組織する唯一の団体であるため。

第２号

131 委託 農業振興課
第２３６号　甲賀の茶ブランド化研究
調査業務委託

一般社団法人滋賀県
茶業会議所

14,978,700 令和3年5月31日 令和3年6月1日 令和4年3月31日
滋賀県内の行政組織と茶業団体・茶商・茶業農業者が連携し、推進している県内唯一の者であり、当事業を推
進するための総合的な知識・経験・運営力を持っているため。

第２号

132 委託 農業振興課
第２５６号　甲賀流薬用作物産地化プ
ロジェクト業務委託

甲賀市薬用作物産地
化推進委員会

2,999,700 令和3年6月24日 令和3年6月25日 令和4年3月31日
薬用作物の栽培、販売など産地化推進を図り、関係機関との連携により薬用作物を活用した付加価値の高い商
品開発を目指す体制が整っている唯一の者であるため。

第２号

133 委託 農村整備課
第９１号　野洲川－１地区基幹水利施
設管理業務委託

野洲川土地改良区 25,838,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
甲賀市野洲川基幹水利施設管理条例に基づき、同施設の維持保守は当該相手方で実施することとなっているた
め。

第２号

134 委託 農村整備課
第９２号　野洲川－２地区基幹水利施
設管理業務委託

野洲川土地改良区 6,807,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
甲賀市野洲川基幹水利施設管理条例に基づき、同施設の維持保守は当該相手方で実施することとなっているた
め。

第２号



始期 終期(納期限)
当初契約金額

履行期間
選定・随意契約理由 根拠法令種別

(工事・委託・物品) 担当課 工事（業務）名 契約の相手方番号 契約日

135 委託 農村整備課
第９３号　野洲川ダム施設管理業務委
託

野洲川土地改良区 6,043,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
甲賀市野洲川基幹水利施設管理条例に基づき、同施設の維持保守は当該相手方で実施することとなっているた
め。

第２号

136 委託 農村整備課
第９４号　水口頭首工施設管理業務委
託

野洲川土地改良区 3,275,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
甲賀市野洲川基幹水利施設管理条例に基づき、同施設の維持保守は当該相手方で実施することとなっているた
め。

第２号

137 委託 農村整備課
令和２年度第４２１号　ため池ハザー
ドマップ作成業務委託（甲賀９期地区
その２）

滋賀県土地改良事業
団体連合会

17,600,000 令和3年7月1日 令和3年7月2日 令和4年2月28日
滋賀県ため池サポートセンターが相談窓口として設置され、関係機関との連携を図りながら総合的な防災・減
災対策が実施できる県内唯一の者であるため。

第２号

138 委託 林業振興課
第１８９号　ニホンザル土山Ａ群個体
数調整業務委託

株式会社野生動物保
護管理事務所

3,501,300 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月15日
役務提供で野生動物調査を希望している業者のうち、環境省の鳥獣プロデータバンクに登録する者を雇用して
いる唯一の者であるため。

第２号

139 委託 林業振興課
第１９０号　ニホンザル甲賀Ｂ群個体
数調整業務委託

株式会社野生動物保
護管理事務所

3,707,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月15日
役務提供で野生動物調査を希望している業者のうち、環境省の鳥獣プロデータバンクに登録する者を雇用して
いる唯一の者であるため。

第２号

140 委託 林業振興課
第２８９号　森林境界明確化事業業務
委託

滋賀中央森林組合 7,810,000 令和3年8月17日 令和3年8月18日 令和4年2月28日
森林経営計画制度に基づき、各団地において経営計画を作成し、森林所有者と森林施業の長期受委託契約を締
結しており、境界明確化事業に取り組んでいる市内で唯一の林業経営体であるため。

第２号

141 委託 都市計画課
第２２９号　甲南駅周辺地区雨水整備
工事積算業務委託

公益財団法人滋賀県
建設技術センター

3,432,000 令和3年5月27日 令和3年5月28日 令和3年6月30日
県及び県内市町が使用する積算システム（創積２１）のサーバーを管理することから、県内公共建設事業の支
援・補完が唯一可能な者であるため。

第２号

142 委託 建設管理課
第５１号　青土ダム公園維持管理業務
委託

一般財団法人土山町
緑のふるさと振興会

4,180,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
青土ダム周辺施設の管理を行うことを目的に設置された団体であり、指定管理先である他の青土ダム公園を含
めた円滑な施設維持管理、事業の効果的な推進は他者ではできないため。

第２号

143 委託 建設管理課
第５２号　貴生川駅自由通路内エレ
ベータ保守点検業務委託

フジテック株式会社
近畿統括本部京滋支

2,247,300 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
本エレベータは３基ともフジテック株式会社製の遠隔監視システムを導入しており、エレベーター本体と同者
間しか遠隔監視機能は作動せず、他者では監視することができないため。

第２号

144 委託 建設管理課
第２１０号　土山管内市道・ポケット
パーク等維持管理業務委託

一般財団法人土山町
緑のふるさと振興会

1,262,800 令和3年5月11日 令和3年5月12日 令和4年2月28日
当該事業に毎年携わり、旧土山町の時から委託してきた経緯も踏まえ、施設管理のみならず観光施設を活用し
た事業にも取組んでいるため。

第２号

145 委託 建設管理課
第３１０号　道路台帳及びシステム
データ更新業務委託

国際航業株式会社滋
賀営業所

6,655,000 令和3年9月21日 令和3年9月22日 令和4年2月28日 既存システムの改修であり、システムを構築した者以外では業務をなし得ないため。 第２号

146 委託 建設事業課
第５０号　甲賀市土木積算システム保
守業務委託

ＮＥＣネクサソ
リューションズ株式
会社関西支社

4,752,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 ライセンスを所有し、システムを保守できるのは同者以外にないため。 第２号

147 委託 建設事業課
第２８８号　市道虫生野・久岡６号線
用地測量業務委託

ジェイアール西日本
コンサルタンツ株式
会社滋賀営業所

4,400,000 令和3年8月10日 令和3年8月11日 令和4年2月28日
ＪＲ草津線と市道が交差するＪＲ西日本株式会社の鉄道敷地である踏切内における業務であり、鉄道保安基準
に精通している必要があることから、ＪＲ西日本株式会社の子会社以外では業務をなし得ないため。

第２号

148 委託 公共交通推進課
第５３号　信楽高原鐵道施設保守・管
理業務委託

信楽高原鐵道株式会
社

83,886,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
本業務は、信楽高原鐵道信楽線の安全で円滑な輸送の確保を図るため、施設の保守管理を行うものであり、国
土交通省より認定を受けた「鉄道事業再構築計画」において、上下分離後の施設の保守管理に関しては第二種
鉄道事業者を当該相手方に委託することとなっているため。

第２号

149 委託 公共交通推進課
第５４号　甲賀駅・寺庄駅・甲南駅施
設管理業務委託

一般社団法人甲賀市
観光まちづくり協会

19,263,200 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
甲賀駅、寺庄駅および甲南駅で乗車券を発売するために設置されているＰＯＳ端末を操作するためには、ＪＲ
が行う操作研修を受講している必要があり、同研修受講者を管理に最低限必要とする人数を有するとともに、
今日に至るまで当該業務を受託しているため。

第２号

150 委託 公共交通推進課 第５５号　油日駅施設管理業務委託 油日駅を守る会 3,635,500 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
油日駅において乗車券を販売するためには研修を受講している必要があり、同研修受講者を管理に最低限必要
とする人数を有するとともに、油日駅において昭和４６年に油日駅が無人化された翌年から今日に至るまで当
該業務を受託しているため。

第２号

151 委託 上下水道総務課
第６３号　水道止水栓開閉栓名義変更
業務委託（単契）

甲賀市管工事協同組
合

9,994,820 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
開閉栓業務は、使用者の要望する日に迅速に対応しなければならず、広範囲の給水区域に対応でき、水栓設置
場所や、地域の水道を把握している者が他にないため。

第２号

152 委託 上下水道総務課
第６４号　検定満期メーター交換等業
務委託（単契）

甲賀市管工事協同組
合

18,692,976 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
市内水道業者が多く加入していることから、広域な給水区域において多くのメーターを交換し、メーターの交
換時等に漏水が発生した時には即時の修繕対応が可能な者が他にないため。

第２号

153 委託 上水道課
第５６号　水道管路情報管理システム
メンテナンス業務委託

フジ地中情報株式会
社大阪支店

924,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 独自に構築した管理システムであり、構築者以外ではメンテナンスができないため。 第２号

154 委託 上水道課
第５７号　甲賀市上水道修繕待機業務
委託

甲賀市管工事協同組
合

5,500,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
市内水道業者（緊急修繕当番２４者）が加入し、甲賀市と災害協定を締結しており、２４時間体制（待機）と
して緊急時に迅速な対応ができるものがいないため。

第２号

155 委託 上水道課
第５８号　甲賀市上水道緊急修繕業務
委託（単契）

甲賀市管工事協同組
合

52,082,800 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
市内水道業者（緊急修繕当番２４者）が加入し、甲賀市と災害協定を締結しており、昼夜問わず万が一の漏水
において、緊急時の応急対応ができる者が他にないため。

第２号

156 委託 下水道課
第５９号　水口管内農業集落排水施設
維持管理業務委託

株式会社水口テクノ
ス

13,152,040 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例による、水口管内における浄化槽保守点検業登録業者５者のう
ち、令和３年度に汚水処理施設保守（浄化槽清掃・汚水処理）で入札参加資格者名簿に登録がある唯一の者で
あるため。

第２号

157 委託 下水道課
第６０号　土山・信楽管内公共下水
道・農業集落排水施設維持管理業務委
託

株式会社ヒロセ甲賀
支店

83,386,380 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づき策定した、甲賀市一般廃
棄物処理業等合理化事業計画により、支援業者３社と締結した合意書に規定した、事業転換支援のための代替
業務のため。

第２号

158 委託 下水道課
第６１号　甲賀・甲南管内公共下水
道・農業集落排水施設維持管理業務委
託

株式会社日映日野 51,954,100 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づき策定した、甲賀市一般廃
棄物処理業等合理化事業計画により、支援業者３社と締結した合意書に規定した、事業転換支援のための代替
業務のため。

第２号

159 委託 下水道課
第６２号　下水道排水設備完了検査業
務委託（単契）

公益社団法人甲賀市
シルバー人材セン

958,100 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条に規定する法人からの役務の提供を受ける業務であるため。 第３号

160 委託 下水道課
第２１６号　下水道台帳管理システム
更新業務委託

国際航業株式会社滋
賀営業所

6,226,000 令和3年5月13日 令和3年5月14日 令和4年1月31日 システム開発プログラムの著作権を有する、開発者であるため。 第２号

161 委託 下水道課
第２２５号　公共下水道終末処理場脱
水汚泥搬出業務委託

株式会社ヒロセ甲賀
支店

2,241,800 令和3年5月25日 令和3年5月26日 令和3年8月20日
水・汚泥処理、脱水汚泥の生成、搬出までの一連の工程における一部の業務であり、当該施設の維持管理業務
の受注者であるため。

第２号

162 委託 下水道課
第２２６号　農業集落排水飯道寺地区
処理場最終清掃等業務委託

株式会社水口テクノ
ス

17,058,800 令和3年5月20日 令和3年5月21日 令和3年9月30日 水口地域における唯一の浄化槽清掃業許可業者以外では業務を履行できないため。 第２号

163 委託 下水道課
第２８１号　公共下水道甲南地区管路
施設清掃点検等業務委託

株式会社日映日野 35,079,000 令和3年7月20日 令和3年7月21日 令和4年2月28日
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づき策定した、甲賀市一般廃
棄物処理業等合理化事業計画により、支援業者３社と締結した合意書に規定した、事業転換支援のための代替
業務のため。

第２号

164 委託 教育総務課
第９５号　信楽小学校・信楽中学校浄
化槽維持管理業務委託

株式会社水口テクノ
ス

2,887,500 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 当該施設のある信楽町江田において、浄化槽の清掃業務（汚泥引抜）を許可されている者が他にないため。 第２号

165 委託 教育総務課
第９６号　小原・多羅尾小学校浄化槽
維持管理業務委託

株式会社ヒロセ甲賀
支店

1,199,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
当該施設のある信楽町柞原・多羅尾において、浄化槽の清掃業務（汚泥引抜）を許可されている者が他にない
ため。

第２号
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166 委託 教育総務課
第９７号　信楽図書館浄化槽維持管理
業務委託

株式会社水口テクノ
ス

1,606,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
信楽町長野の信楽図書館がある区域において、浄化槽の清掃業務（汚泥引抜）を許可されている者が他にない
ため。

第２号

167 委託 教育総務課
第９８号　あいこうか市民ホール・碧
水ホール調光装置保守点検業務委託

パナソニックＬＳエ
ンジニアリング株式
会社近畿支店

1,175,900 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 当該調光装置はパナソニック製品であり、パナソニックのサービス部以外では保守ができないため。 第２号

168 委託 教育総務課
第９９号　甲南青少年研修センター警
備保障業務委託（長期継続）

セコム株式会社 990,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和8年3月31日
警備を委託する施設には、現在、当該相手方のシステムが装備されており、他の業者への代替えができないた
め。

第２号

169 委託 教育総務課
第１００号　甲南体育施設警備保障業
務委託（長期継続）

セコム株式会社 2,428,140 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和8年3月31日
警備を委託する施設には、現在、当該相手方のシステムが装備されており、他の業者への代替えができないた
め。

第２号

170 委託 教育総務課
第１８７号　学校給食用米飯加工業務
委託（単契）

滋賀米飯株式会社 5,080,605 令和3年4月2日 令和3年4月5日 令和4年3月31日
滋賀県学校給食会が発注する米飯加工業務を受注していることから、給食センターの設備に不具合が発生した
際に、緊急に大量の米飯加工と配送の対応が唯一可能な者であるため。

第２号

171 委託 西部学校給食センター
第１０１号　甲賀市西部学校給食セン
ター排水除害施設維持管理業務委託

環境創研株式会社 2,154,900 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
当施設で使用するリアクター土壌菌の初期調整を設置者以外が行うと排水処理に支障が生じた場合に責任の所
在が不明確となるため。

第２号

172 委託 西部学校給食センター
第１０２号　甲賀市西部学校給食セン
ター厨房設備保守点検業務委託

株式会社中西製作所
京都営業所

1,100,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
製造メーカー以外の者に業務を履行させた場合、故障や事故等が発生した際に責任の所在が不明確になるな
ど、給食の調理に著しい支障が生じるおそれがあるため。

第２号

173 委託 西部学校給食センター
第１０３号　甲賀市西部学校給食セン
ターボイラ保守点検業務委託

株式会社ヒラカワ 800,800 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
当ボイラ設備は、製造メーカーが独自の機械及び特殊部品を使用しており、部品手配、故障時及び保守点検に
おいて、製造メーカーのみが対応可能であるため。

第２号

174 委託 東部学校給食センター
第１０４号　甲賀市東部学校給食セン
ター汚水処理施設維持管理業務委託

株式会社日映日野 2,222,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 東部学校給食センターの該当する区域で当業務の許可を唯一有する者であるため。 第２号

175 委託 東部学校給食センター
第１０５号　甲賀市東部学校給食セン
ター空調設備保守点検業務委託

株式会社エステック 1,012,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 直焚き吸収冷温水機は、直営サービス会社での保守点検が必要となり、唯一の代理店であるため。 第２号

176 委託 東部学校給食センター
第１０６号　甲賀市東部学校給食セン
ターボイラ保守点検業務委託

光洋株式会社京滋営
業所

880,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
当ボイラ設備は、製造メーカーが独自の機械及び特殊部品を使用しており、部品手配、故障時及び保守点検に
おいて、製造メーカーのみが対応可能であるため。

第２号

177 委託 東部学校給食センター
第１０７号　甲賀市東部学校給食セン
ター警備業務委託（長期継続）

株式会社大進 759,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和8年3月31日
警備を委託する施設には、現在、当該相手方のシステムが装備されており、他の業者への代替えができないた
め。

第２号

178 委託 東部学校給食センター

第１０８号　甲賀市東部学校給食セン
ター小荷物専用昇降機保守点検業務委
託（長期継続）

クマリフト株式会社
京都営業所

910,800 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和6年3月31日 保守点検には特殊な技術を必要とすることから、製造メーカー以外の者では業務を履行できないため。 第２号

179 委託 東部学校給食センター

第１０９号　甲賀市学校給食センター
エレベータ保守点検業務委託（長期継
続）

東芝エレベータ株式
会社関西支社

2,640,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和8年3月31日
エレベーター内部には、監視カメラを含め遠隔監視装置を設置しており、安全稼動や防犯面における遠隔監視
機能は、エレベーター本体と製造会社間のみで稼動するものである。このことから、製造会社以外の者では業
務を履行できないため。

第２号

180 委託 学校教育課
第２１９号　不登校児童生徒支援策調
査研究事業業務委託

国立大学法人鳴門教
育大学

1,658,800 令和3年4月30日 令和3年5月6日 令和4年3月17日
教職員大学院大学としては全国に３校あるうちの１校である「その他国立大学法人鳴門教育大学」に所属する
教授は、平成２９年度から当市における不登校に関するプロジェクトの座長を務めており、継続した取り組み
は同者以外ではなし得ないため。

第２号

181 委託 社会教育スポーツ課
第１１０号　甲賀市夢の学習事業業務
委託

特定非営利活動法人
地域で創る土曜日夢
の学習

30,250,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
本事業の趣旨を達成するためには、地域の人材を活かした学びから新たな課題を把握しつつ、必要な課題解決
のための学習として提供し、それをまちづくりにつなげなければならない。このことを実施できるのは、平成
２８年度から同事業を実施し多くの地域人材と学びの提供の経験を有する当該相手方以外にはないため。

第２号

182 委託 社会教育スポーツ課

第１８５号　東京２０２０オリンピッ
ク聖火リレー甲賀市出発式等イベント
業務委託

びわ湖放送株式会社 2,085,600 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和3年6月30日
県内他市でも聖火リレーにかかる企画・運営等の業務を担っており、他者では聖火リレーの一貫した業務を履
行できないため。

第２号

183 委託 社会教育スポーツ課
第１９１号　東京２０２０オリンピッ
ク聖火リレー警備業務委託

株式会社ＪＴＢ滋賀
支店

640,090 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和3年5月31日
東京２０２０オリンピック聖火リレー滋賀県実行委員会発注業務を補完するものであり、実行委員会の契約相
手方であるため。

第２号

184 委託 社会教育スポーツ課
第３１３号　アール・ブリュット魅力
発信業務委託

社会福祉法人やまな
み会

2,750,000 令和3年9月15日 令和3年9月21日 令和4年2月28日
アール・ブリュット作品の日本を代表する作家を多く輩出して障がい者芸術を牽引し、国内外の様々な分野か
ら高い評価を受けているため。

第２号

185 委託 甲南図書交流館
第１１１号　甲賀市図書館ＴＯＯＬi
使用契約

株式会社図書館流通
センター

739,200 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 ＴＯＯＬiの使用権限を唯一有している者であるため。 第２号

186 委託 甲南図書交流館
第１１２号　甲賀市図書館ＭＡＲＣ作
成業務委託（単契）

株式会社図書館流通
センター

1,496,000 令和3年4月1日 令和3年4月1日 令和4年3月31日
甲賀市図書館の図書ＭＡＲＣについては開館当初からＴＲＣＭＡＲＣを使用して図書の管理に努めているとこ
ろであり、このＭＡＲＣは他者では作成できないため。

第２号

187 委託 歴史文化財課
第２９０号　史跡紫香楽宮跡維持管理
業務委託

紫香楽宮阯保存会 968,860 令和3年8月4日 令和3年8月5日 令和4年3月24日
設立以後今日に至るまで保存・修景維持管理に尽力され、自ら紫香楽宮跡の維持管理を行うほか、地元の各団
体の取りまとめ役を担っており、同様の役割を果たせる者が他にないため。

第２号

188 物品 子育て政策課
第３８号　ひとり親家庭支援事業支援
物資購入

甲賀農業協同組合 999,000 令和3年7月9日 - 令和3年7月27日
甲賀市産米を収穫前である時期に大量に納品でき、お茶を特産品として加工及び普及推進している唯一の事業
所であるため。

第２号


