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４．評価・方向性　　ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ

当初 補正後

人 時間（内時間外）： h

人 時間（内時間外）： h

成
果
指
標

目標値

実績値

事業量 現状維持

労働量 現状維持

評価欄

毎日の来庁者応対および電話交換業務を滞りなく実施するため、受託者と総
務課が常に情報共有し、市民の満足度を上げることに注力できた。

A

事業の方向性 現状維持

投入資源の方向性

具体的な改善策・今後の展望等

今後も引き続きキーワード表の更新等を行い、来庁者の適切な誘導、問い合わせ電話の迅
速な中継を目指していく。

10,663

職員数／時間
正規

非正規

行
動
計
画

計画

実績

予算額（Ａ）

財
源
内
訳

国庫支出金

県費支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

決算額（Ｂ）

差引額（Ａ－Ｂ）

10,663

事
業
の
目
的
等

事
業
概
要

３．経費・指標　　ＤＯ

　・会議開催案内システムへの情報入力　等

①総合案内業務
　・来庁者応対（担当部局への適切な誘導）
　・呼び出し、お知らせ等のアナウンス
②電話交換業務
　・電話での問い合わせ応対（担当部局への着信の中継）
③その他案内業務に付随する業務

庁舎に来られた方や電話された方

（２）活動内容・・・・・どのようなことを行うのか

担当課への円滑な案内

（３）期待できる効果・成果・・・・・どのような成果・効果が期待できるのか

市民満足度の向上

他部署との関連及び関
係団体

31 年度 終了年度 令和 年度 事務事業優先順位 ／ 中

款 02

０７４８－６９－２１２０ E-mail koka10112000@city.koka.lg.jp

コード

01 一般管理費

総
合
計
画

分野
総務費

項 01 総務管理費

目

中事業 01 一般行政推進事務費

予
算
科
目

施策

所属コード 10112000

連絡先（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

１．基本事項
コード 名称

会計 01 一般会計

個別計画等

開始年度 平成

大事業 一般行政推進経費

総合案内および電話交換業務を委託。
日頃から、受託者と総務課が情報共有を図り、担当課への引継ぎ等連携を
とっている。
翌年度の委託に向け、従事者人数の見直しを行った。

大型 主要
小事業 01

法令等根拠

区分 挑戦 公約

02

２．計画・概要　ＰＬＡＮ
（１）対象・・・・・誰に（何に）

市民に満足いただける案内の実現
担当課との効率的な連携

計画通り実施

令和３年度

事務事業評価シート

職員数：

職員数：

総合案内と関係課との連携に関する協議の実施
担当課への市民の声等の情報提供
総合案内業務の見直し

9,350

0

事業名 総合窓口案内業務委託（総務管理一般事務）

担当部課 総務課

総務管理一般事務

名称
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○人事管理、時間外申請等の労務管理に関する業務とそれに基づく給与計算

４．評価・方向性　　ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ

当初 補正後

人 h

人 h

人事給与等業務システムの管理運用保守の委託により、時間外勤務の管理
及び給与計算の業務委託を実施。

成
果
指
標

目標値

実績値

事業量 現状維持

労働量 現状維持

評価欄

　新システムを導入し2年目となり、委託業務が徐々に軌道に乗ってきた。
令和3年度は勤怠管理システムの活用拡大を進めることができ、一部電子化
により業務の軽減が図れた。

B

事業の方向性 現状維持

投入資源の方向性

具体的な改善策・今後の展望等

　来年度の法改正による人事給与システム改修の対応、また勤怠管理システムの効率的な
利用を進めるためさらに検討していく。

13,563

行
動
計
画

計画

実績

予算額（Ａ）

財
源
内
訳

国庫支出金

県費支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

決算額（Ｂ）

差引額（Ａ－Ｂ）

款 02

01 一般管理費

中

人事給与管理経費

事
業
の
目
的
等

事
業
概
要

〇人事管理、給与計算及び庶務事務に係る業務システム再構築に関する業務
○人事給与等業務システム導入のための移行業務委託
○人事給与等業務システムの管理運用保守に関する業務

市職員

（２）活動内容・・・・・どのようなことを行うのか

事務処理の効率化を図るため、人事管理や給与支給事務、庶務事務に関する業務と、これら業務を行うためのシステムの導入及び管理運用保守業務を委託
する。

20 行政

予
算
科
目

施策 60

令和 6 年度年度 終了年度開始年度 令和

大事業

大型 主要
小事業 02

法令等根拠
甲賀市職員の給与に関する条例、甲賀市職員の給与に関する規則、甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規
則、甲賀市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則　等

職員力の向上

区分

所属コード 10113000

連絡先（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

１．基本事項
コード 名称

会計 01 一般会計

0748-69-2123 E-mail koka10113000@city.koka.lg.jp

コード

総
合
計
画

分野
総務費

項 01 総務管理費

目

中事業 01 人事給与管理事務費
挑戦

03

２．計画・概要　ＰＬＡＮ
（１）対象・・・・・誰に（何に）

時間（内時間外）：

時間（内時間外）：

他部署との関連及び関
係団体

情報政策課

元 事務事業優先順位 1 ／ 1

３．経費・指標　　ＤＯ

（３）期待できる効果・成果・・・・・どのような成果・効果が期待できるのか

事務の効率化及び人件費の削減ができる。

職員数／時間
正規

非正規

13,563

6,188

事務委託実施
主に、会計年度任用職員制度の関連業務及び年末調整関連業務の委託、勤
怠管理システムの活用拡大

　計画に基づき、会計年度任用職員制度及び、年末調整の関連業務の委託を
実施、また正規職員の休暇申請や出勤簿の電子化に向けて勤怠管理システム
利用が進められた。

令和３年度

事務事業評価シート

職員数： 6 1,853

職員数：

人事給与等業務システムの管理運用保守
人事管理、時間外申請等の労務管理に関する業務とそれに基づく給与計算

13,563

事業名 人事給与等事務委託事業

担当部課 人事課

給与管理一般事務

名称

個別計画等
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４．評価・方向性　　ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ

当初 補正後

人 h

人 h

組織風土に係る職員アンケートの実施、分析（5月、12月）
アクションプランの決定及び実施
改善項目に絞ったフォーカス調査を実施（9月）
組織風土改革に関する研修の実施（1/27～2/7実施）

成
果
指
標

目標値

実績値

事業量 現状維持

労働量 現状維持

評価欄

　エンゲージメントスコアについてはR3年5月に47.2、12月は45.0と
なった。開始時の44.2よりは上回っているが、目標としていた５０には及
ばなかった。
　結果の内容としては、甲賀市全体の強みとしては、主に上司のサポート
があり、職場で一体感を持って仕事に取り組めていることであった。弱み
としては主に採用・配置面や人員不足、業務環境の充実度に不満があると
いう結果であった。今後も組織全体として取り組みを継続していくが、各
所属における数値は開きがあり、数値の低い所属においては特に取り組み
を推進していく必要がある。

B

事業の方向性 現状維持

投入資源の方向
性

具体的な改善策・今後の展望等

　調査結果からわかった課題を集約し、課題に対応するための研修を行い、組織を強く
していくことが必要である。目標としていた５０に及ばなかったため、更なる改善が必
要である。職員の理解が一層深まるよう、職場風土・モチベーションに関する研修を積
極的に組み込み、組織風土改革を目指す。

8,694

行
動
計
画

計画

実績

予算額（Ａ）

財
源
内
訳

国庫支出金

県費支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

決算額（Ｂ）

差引額（Ａ－Ｂ）

款 02

01 一般管理費

中

人事給与管理経費

事
業
の
目
的
等

事
業
概
要

〇組織診断サーベイ、定例会議の実施に関する業務
○組織風土改革研修に関する業務
○アンケート結果に関する分析業務

市職員

（２）活動内容・・・・・どのようなことを行うのか

組織風土に係る職員アンケートにて、エンゲージメントスコアを算出し、職員満足度を約２年間にわたり調査する。エンゲージメントスコアとは、職員と
職場の信頼関係を偏差値として数値化したもので、会社、仕事、上司、職場の４つの総合満足度（5点満点）で構成されている。半年ごとに計4回のアン
ケートを実施。その間、組織風土改革に関する研修を実施。

20 行政

予
算
科
目

施策 60

令和 4 年度年度 終了年度開始年度 令和

大事業

大型 主要
小事業 01

法令等根拠
甲賀市セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止等に関する規程、甲賀市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を
定める規則　等

職員力の向上

区分

所属コード 10113000

連絡先（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

１．基本事項
コード 名称

会計 01 一般会計

0748-69-2122 E-mail koka10113000@city.koka.lg.jp

コード

総
合
計
画

分野
総務費

項 01 総務管理費

目

中事業 02 職員研修事業
挑戦

03

２．計画・概要　ＰＬＡＮ
（１）対象・・・・・誰に（何に）

時間（内時間外）：

時間（内時間外）：

他部署との関連及び関
係団体

株式会社　リンクアンドモチベーション

2 事務事業優先順位 1 ／ 1

３．経費・指標　　ＤＯ

（３）期待できる効果・成果・・・・・どのような成果・効果が期待できるのか

職員満足度を数値化することで、各所属の強み、弱みという実情把握ができる。実情把握をした上で、弱みを改善するためのアクションプランを実施し、
より良い組織風土を醸成することが期待できる。

職員数／時間
正規

非正規

8,694

563

○理事者報告等に関する業務

職員満足度をエンゲージメントスコア（偏差値）として数値化し、R2.11
月に実施した1回目のスコア44.2から５０を目標として取り組む。
各所属の強み、弱みを把握し、組織風土の改善を図る。

　エンゲージメントスコアについてはR3年5月に47.2、12月は45.0となっ
た。開始時の44.2よりは上回っているが、目標としていた５０には及ばな
かった。この結果を各所属へフィードバックを行い、各所属の強み、弱みを
全職員が把握するため、職員研修を実施した。

令和３年度

事務事業評価シート

職員数： 3 103

職員数：

組織風土に係る職員アンケートの実施、分析（２回）
アクションプランの決定及び実施
改善項目に絞ったフォーカス調査を実施
組織風土改革に関する研修の実施

8,694

0

事業名 組織風土改革研修・組織風土改革支援業務委託事業

担当部課 人事課

職員研修事業

名称

個別計画等
〇甲賀市職員研修計画
〇甲賀市人材育成基本方針（平成１８年１２月策定⇒平成３０年４月改定）
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関連議案番号：議案第４１号

所管 総務部

２款　総務費

        １項　総務管理費　　

決算額（円） 件名 契約先 契約種類

1 一般管理費 2 一般行政推進経費

22,063,800 甲賀市役所庁舎夜間警備業務委託（長期継続） （株）テクノス総合メンテナンスサービス 入札

2,970,000 甲賀市例規データベース更新等業務委託 （株）ぎょうせい関西支社 １者随契

9,349,992 甲賀市役所総合窓口案内業務委託（長期継続） （株）オーイング滋賀支店 プロポーザル

5,940,000 土山、甲賀大原、甲南第一、信楽各市民センター休日日直業務委託（長期継続） （株）オーイング滋賀支店 入札

539,000 弁護士委託（訴訟） 中坊法律事務所 １者随契

1,401,400 弁護士委託（訴訟） 中坊法律事務所 １者随契

395,652 弁護士委託（訴訟） 中坊法律事務所 １者随契

791,304 弁護士委託（訴訟） 中坊法律事務所 １者随契

1,200 弁護士委託（訴訟） 中坊法律事務所 １者随契

1,078,000 弁護士委託（訴訟） 中坊法律事務所 １者随契

2,350 弁護士委託（訴訟） 中坊法律事務所 １者随契

1,254,000 弁護士委託（顧問） 中坊法律事務所 １者随契

1,254,000 弁護士委託（顧問） 中川法律事務所 １者随契

323,400 甲賀市不祥事再発防止研修業務委託 （株）ぎょうせい関西支社 競争見積

3 人事給与管理事務費

26,400 職員採用試験業務委託 （株）日本経営協会総合研究所　西日本事業本部 １者随契

651,750 職員採用試験業務委託 （株）リクルートマネジメントソリューションズ １者随契

122,760 職員採用試験業務委託 公益財団法人　日本人事試験研究センター １者随契

13,563,000 人事給与等事務委託 京都電子計算（株） ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

16,180 階層別スキルアップ人権研修業務委託 公益財団法人滋賀県人権センター １者随契

748,000 職員研修業務委託（職階別、ストレスマネジメント・セルフケア） （株）話し方教育センター ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

2,200,000 組織風土改革研修業務委託 （株）リンクアンドモチベーション関西支店 １者随契

6,494,400 組織風土改革支援業務委託 （株）リンクアンドモチベーション関西支店 １者随契

1,136,600 ハラスメント等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） １者随契

22,000 メンタルヘルス業務委託 （株）日本総合カウンセリング　滋賀支店 １者随契

251,908 産業医業務委託 甲賀市立信楽中央病院 １者随契

7,029,840 職員健康診断業務委託（定期健康診断等） 滋賀県市町村職員共済組合 １者随契

64,680 職員健康診断業務委託（特別健康診断） 甲賀市立みなくち診療所 １者随契

57,552 職員健康診断業務委託（特別健康診断） 甲賀市立信楽中央病院 １者随契

240,350 職員採用前健康診断業務委託 一般財団法人近畿健康管理センター １者随契

2 文書管理費 1 文書管理一般経費

4,759,700 文書維持管理業務委託 関西レコードマネジメント（株） １者随契

令和４年９月定例会　予算決算常任委員会資料

所管部局名 ： 総務部

目 事業名

令和３年度　　　　業　務　委　託　一　覧
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4 財政管理費 1 財政管理一般経費

440,000 公会計システム保守委託 （株）システムディ １者随意

1,144,000 統一的な基準による公会計作成支援業務委託 税理士法人　広瀬 入札

6 財産管理費 2 財産管理一般経費

(170,500) （印刷機保守点検業務委託）

66,000 印刷機年間保守契約（市庁舎１階印刷機） 小林事務機（株） １者随契

49,500 印刷機年間保守契約（市庁舎４階印刷機） 小林事務機（株） １者随契

55,000 印刷機年間保守契約（信楽地域市民センター印刷機） 小林事務機（株） １者随契

(23,100,000) （公共施設廃棄物収集運搬業務委託）

23,100,000 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）水口テクノス １者随契

3 公有財産維持管理経費

(297,000) （公有財産台帳管理システム保守委託）

297,000 公有財産管理システム保守委託 （株）パスコ　滋賀支店 １者随契

(93,500) （施設管理委託料）

55,000 オオスズメバチ営巣駆除（水口町古城が丘地先） ＮＥＡＴ／ニート １者随契

38,500 スズメバチ営巣駆除（甲南地域市民センター敷地内） ＮＥＡＴ／ニート １者随契

(5,920,090) （危険木伐採・除草業務委託）

97,020 支障木伐採・剪定作業（甲南町深川ニューポリス地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

67,760 残木枝葉処分・草刈作業（甲南町寺庄地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

98,890 支障木伐採・剪定作業（水口町下山（広野台）地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

97,020 除草作業（水口町つつじヶ丘地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

49,610 除草作業（甲賀町大原中児童公園用地）　 滋賀中央森林組合 １者随契

75,790 除草作業（甲南町寺庄市営住宅跡地） 滋賀中央森林組合 １者随契

73,590 除草・枝打ち作業（水口町朝日ケ丘地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

98,120 除草作業（甲南町柑子市営住宅跡地）　 滋賀中央森林組合 １者随契

24,530 除草作業（水口町本町地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

74,250 除草作業（甲南町耕心区地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

55,660 支障木竹伐採作業（甲南町希望ケ丘地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

97,570 支障木伐採作業（甲南町耕心区地先　民家裏山） 滋賀中央森林組合 １者随契

93,390 支障木（桜の枝）剪定作業（甲南町耕心区地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

66,330 除草作業（土山町北土山芝原団地・教員住宅跡、水口町本町地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

95,590 支障竹伐採作業（甲南町深川（ニューポリスＢ）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

84,150 支障竹伐採・周辺草刈り作業（水口町松尾地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

76,780 支障竹伐採作業（水口町下山（広野台）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

60,500 支障竹伐採作業（甲南町深川（ニューポリス）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契
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60,500 除草作業（水口町本綾野地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

99,440 支障木伐採作業（水口町下山（広野台）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

99,220 伐採木他残処分作業（水口町下山（広野台）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

99,440 支障木伐採作業（水口町山（菅谷団地）地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

73,590 支障竹等伐採作業（水口町下山（広野台）地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

85,250 支障木伐採作業（甲賀西工業団地内） 滋賀中央森林組合 １者随契

92,400 除草作業（甲賀町拝坂団地周辺市有地） 滋賀中央森林組合 １者随契

97,900 危険木伐採・枝払い作業（甲南町葛木（ふれあいの館付近）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

50,820 除草作業（土山町徳原、水口町鹿深地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

93,280 支障木伐採、残木棚積み作業（水口町古城が丘地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

49,720 除草作業（水口町山（菅谷団地）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

99,000 除草作業（甲賀町拝坂団地地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

99,000 除草作業（甲賀西工業団地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

79,200 支障木（高木）枝払い作業（甲南町葛木（ふれあいの館付近）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

13,200 除草作業（市営住宅広芝団地） 滋賀中央森林組合 １者随契

97,900 除草作業（甲賀町拝坂地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

73,480 除草作業（水口町つつじヶ丘地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

97,240 除草作業（水口町朝日ヶ丘地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

74,580 除草作業（甲南町柑子（旧住宅跡地Ａ）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

49,720 除草作業（甲南町柑子（旧住宅跡地Ｂ）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

56,870 除草作業（甲南町寺庄（甲南郵便局付近市有地）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

98,340 除草作業（甲南町寺庄（旧住宅跡地）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

74,580 除草（刈倒し）作業（土山町大野（香野団地）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

72,380 除草作業（甲賀警察職員住宅付近）　 滋賀中央森林組合 １者随契

49,170 除草作業（城山中学校付近）　 滋賀中央森林組合 １者随契

38,060 除草作業（甲賀町相模地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

97,240 支障竹伐採・片付け作業（水口町下山（広野台）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

99,000 支障木・竹の伐採作業（水口町新城地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

98,340 支障木・竹の残片付け作業（水口町新城地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

74,580 除草作業（甲南町希望ケ丘地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

98,120 除草作業（水口町新町旧墓地）　 滋賀中央森林組合 １者随契

49,720 除草作業（甲南町希望ケ丘地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

94,380 支障木（大径木）伐採作業（水口町山（広野台）地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

98,340 除草・剪定作業（甲賀町鹿深台地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

94,380 大径木伐採後片づけ作業（水口町下山（広野台）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

83,600 除草・灌木刈作業（水口町高塚地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

74,580 支障木伐採作業（水口町下山（広野台）地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

51,920 灌木伐採作業（甲賀町鹿深台地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

76,780 支障木伐採作業（水口町下山（広野台）地先） 滋賀中央森林組合 １者随契
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87,120 支障木・竹伐採作業（甲賀町鹿深台地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

98,340 支障木・竹伐採作業（甲賀町鹿深台地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

47,300 残木処分作業（甲賀町鹿深台地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

27,500 支障木伐採・下刈り作業（甲南町耕心区地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

50,270 草・灌木の除去作業（水口町八坂地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

49,720 除草作業２回目（水口町本綾野地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

95,700 支障木伐採・伐根作業（水口町本町３丁目ハローワーク付近）　 滋賀中央森林組合 １者随契

97,790 支障木・支障草の伐採処分作業（甲賀町隠岐地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

71,500 支障木伐採高所作業（甲賀町隠岐地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

99,000 支障木（大径木）伐採・残片付け作業（水口町下山（広野台）地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

98,340 支障木伐採・剪定作業（甲賀町鹿深台地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

49,720 除草作業（２回刈り）（甲賀町大原中地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

99,440 支障竹伐採・除草作業（水口町松尾台地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

88,220 支障木剪定・残枝処分作業（水口町下山（広野台）地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

68,420 支障木剪定・残木処分作業（水口町下山（広野台）地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

49,500 伐採残木の処分作業（甲南町耕心区地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

69,300 危険木伐採（水口町古城が丘地先） 滋賀中央森林組合 １者随契

73,480 笹竹刈・除草作業（水口町本町地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

83,820 除草・支障木剪定作業（水口町本町地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

63,800 支障木伐採作業（水口町新城地先）　 滋賀中央森林組合 １者随契

(726,000) （ＰＣＢ使用製品廃棄処分業務委託）

220,000 ＰＣＢ廃棄物収集運搬業務委託 日本通運（株）　滋賀支店 １者随契

506,000 ＰＣＢ廃棄物収集運搬業務委託 日本通運（株）　滋賀支店 １者随契

(3,056,900)

350,900 自主活動センターきずな解体工事設計業務委託 （株）岡村設計 １者随契

2,706,000 広野台団地災害復旧工事設計業務委託 村上興業（株） １者随契

(34,971,200) （庁舎総合管理業務委託）

22,869,000 甲賀市役所庁舎総合維持管理業務委託（長期継続） （株）メンテナンスセンター　甲賀支店 入札

5,484,600 土山地域市民センター機械営繕業務委託 （株）ナショナルメンテナンス 入札

1,148,400 甲賀地域市民センター機械営繕業務委託 （株）メンテナンスセンター　甲賀支店 入札

3,929,200 甲南地域市民センター機械営繕・運転保守管理業務委託 （株）メンテナンスセンター　甲賀支店 入札

1,540,000 信楽地域市民センター機械営繕業務委託 （株）メンテナンスセンター　甲賀支店 入札

(9,906,600) （施設清掃業務委託）

7,095,000 甲賀市役所庁舎清掃業務委託 有限会社関西総合商社 入札

2,811,600 甲賀市中核地域市民センター清掃業務委託 有限会社関西総合商社 入札
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(464,800) （地域市民センター・市有地危険木伐採・除草業務委託）

91,840 剪定作業（土山地域市民センター　旧保健センター南側） 公益社団法人甲賀市シルバー人材センター １者随契

21,840 剪定作業（土山地域市民センター　中庭・松） 公益社団法人甲賀市シルバー人材センター １者随契

93,280 支障木の剪定・中伐作業（土山地域市民センター） 滋賀中央森林組合 １者随契

34,320 支障木伐採作業（土山地域市民センター） 滋賀中央森林組合 １者随契

95,920 支障木の剪定・中伐作業（土山地域市民センター） 滋賀中央森林組合 １者随契

39,600 剪定作業（甲南地域市民センター　正面玄関・松） 山本造園 １者随契

88,000 枯損木剪定・伐採作業（信楽市民センター前サクラ） 有限会社小西造園 １者随契

71 庁舎改修整備事業

(8,481,000) （土山地域市民センター改修事業（繰越））

8,481,000 土山地域市民センター等改修工事監理業務委託 井島建築設計事務所 入札

7 契約検査費 1 契約検査一般経費

(356,950) （業者登録データ入力業務委託）

356,950 業者登録データ入力業務委託（単契） 滋賀設備（株） 入札

         ２項　徴税費　　

決算額（円） 件名 契約先 契約種類

2 賦課徴収費 1 賦課一般経費

825,000 おうみ自治体クラウド・軽自動車保有関係手続の電子化に伴う軽自動車税システム改修業務 トーテックアメニティ（株）　京滋事業所 １社随契

5,500,000 甲賀市固定資産評価更新業務委託 （株）パスコ滋賀支店 入札

22,954,800 甲賀市地番図等更新業務委託 （株）パスコ滋賀支店 入札

3,267,594 課税データ入力業務委託（単契） 滋賀設備（株） 入札

2,708,108 市県民税課税資料入力等業務委託（単契） キステム（株） 入札

496,100 評価事務取扱要領作成業務委託 （株）日本エム・アイ・エー 競争見積

        ４項　選挙費　　

決算額（円） 件名 契約先 契約種類

2 公職選挙費 1 衆議院議員選挙 (8,247,420)

382,800 期日前投票システムデータ更新業務委託 トーテックアメニティ（株） １者随契

8,250 音声放送業務委託 （株）あいコムこうか １者随契

1,113,612 ポスター掲示場設営業務委託（水口町） （株）カワシマ 入札

1,041,084 ポスター掲示場設営業務委託（土山町・信楽町） （株）カワシマ 入札

1,106,996 ポスター掲示場設営業務委託（甲賀町・甲南町） （株）近江美装 入札

2,393,160 期日前投票事務補助業務委託 滋賀設備（株） 入札

283,800 投票所設営業務委託（水口町） （株）近江美装 １者随契

291,500 投票所設営業務委託（甲南町外３町） （株）近江美装 １者随契

93,940 水口期日前投票所設営業務委託 （株）カワシマ １者随契

88,000 甲南期日前投票所設営業務委託 （株）カワシマ １者随契

317,900 開票所設営業務委託 （株）カワシマ １者随契

目 事業名

目 事業名
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279,400 投票所設営業務委託（水口町） （株）カワシマ １者随契

286,000 投票所設営業務委託（土山町外２町） （株）カワシマ １者随契

65,978 投票所設営業務委託（駐車場封鎖業務等） （株）近江美装 １者随契

231,000 土山体育館床面土足対応業務委託 （株）カワシマ １者随契

264,000 開票事務撮影業務委託 （株）あいコムこうか １者随契

2 甲賀市議会議員選挙費 (7,080,992)

10,890 音声放送業務委託 （株）あいコムこうか １者随契

1,350,388 ポスター掲示場設営業務委託（水口町） （株）カワシマ 入札

1,287,616 ポスター掲示場設営業務委託（土山町・信楽町） （株）カワシマ 入札

1,276,704 ポスター掲示場設営業務委託（甲賀町・甲南町） （株）近江美装 入札

1,128,204 期日前投票事務補助業務委託 滋賀設備（株） 入札

93,940 水口期日前投票所設営委託 （株）カワシマ １者随契

294,800 投票所設営業務委託（水口町） （株）カワシマ １者随契

213,620 投票所設営業務委託（土山町外２町） （株）カワシマ １者随契

283,800 投票所設営業務委託（水口町） （株）近江美装 １者随契

201,300 投票所設営業務委託（甲賀町外１町） （株）近江美装 １者随契

148,500 投票所設営業務委託（甲南町外１町） （株）近江美装 １者随契

76,120 甲南期日前投票所設営業務委託 （株）カワシマ １者随契

36,960 東瀬音集会所　投票所設営 （株）カワシマ １者随契

436,150 開票所設営業務委託 （株）カワシマ １者随契

242,000 開票事務撮影業務委託 （株）あいコムこうか １者随契
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甲賀市職員状況（各年4月1日現在） 単位：人

H17
前年と
の差引

前年と
の

差引

前年と
の

差引

前年と
の

差引

前年と
の

差引

前年と
の

差引

1048 - ▲ 23 ▲ 6 ▲ 20 ▲ 19 ▲ 21

183 - ▲ 2 ▲ 2
内
保育園関係

▲ 2 ▲ 15 ▲ 23

- - 26
内訳
フルタイム5
短時間21

▲ 7 26
内訳
フルタイム10
短時間16

0 40
内訳
フルタイム16
短時間24

14 38
内訳
フルタイム19
短時間19

▲ 2 42
内訳
フルタイム20
短時間22

4

377 - 23 ▲ 22 － 17 ▲ 4

162 - 13 ▲ 6 － ▲ 66 ▲ 6

0 - ▲ 3 ▲ 2 － ▲ 1 ▲ 12

162 - 16 ▲ 4 － ▲ 65 6

215 - 10 ▲ 16 － 83 2

126 - 4 2 － 8 ▲ 15

89 - 6 ▲ 18 － 75 17

211

501

　令和４年９月定例会　予算決算常任委員会資料
　関連議案番号：議案第４１号
　所管課名：総務部人事課

R03

795

141

975

263

79 92

160 118

128

288 257

105 104

フルタイム

内
保育園関係

内
上記以外

329

518

196

714

165209

パートタイム

内
保育園関係

内
上記以外

31

97

224

629

203

426

159

712

115

29

144

432 971会計年度任用職員

H30

840 774

職員区分

正規職員

R02

814

156

958

内
保育園関係

内
上記以外

職員区分

正規職員

内
保育園関係

臨時・嘱託

嘱託

臨時

内
保育園関係

内
上記以外

再任用職員
（フルタイム、短時間）

R04R01

834

158

410

282

再任用職員
（フルタイム、短時間）

77

205
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令和３年度　甲賀市人件費決算資料
関連議案番号：議案第４１号

一般会計 単位：千円 所管課名：総務部　人事課

項目 決算額 人数

報酬 978,406 2,456

　議員報酬 102,443 議員 24

　委員報酬 40,677 その他 527

　消防団員等報酬 38,171 その他 1,059
　　非常勤報酬（会計年度任用職員） 775,225 会計年度 670

　その他報酬 21,890 その他 176

給料 3,029,335 867  

  特別職 27,156 特別職 3

　一般職 2,386,316 一般職 618 3月支給職員数668人-事業費支弁等50人＝618人

　会計年度任用職員 615,863 会計年度 246

職員手当等 1,870,743

　扶養手当 61,025 一般職

　地域手当 90,758

　　一般職 73,415 一般職

　　会計年度任用職員 17,343 会計年度

　住居手当 21,254 一般職

　通勤手当 66,826

　　特別職 255 特別職

　　一般職 47,626 一般職

　　会計年度任用職員 18,945 会計年度

　単身赴任手当 210 一般職

　特殊勤務手当 4,249

　　一般職 2,115 一般職

　　会計年度任用職員 2,134 会計年度

　時間外勤務手当 257,412

　　一般職 251,166 一般職

　　会計年度任用職員 6,246 会計年度

　休日勤務手当 2,752

　　一般職 2,729 一般職

　　会計年度任用職員 23 会計年度

　宿日直手当 1,697

　　一般職 1,697 一般職

　　会計年度任用職員 0 会計年度

　管理職手当 125,331 一般職

　期末手当 782,045

　　特別職 9,097 特別職

　　一般職 529,081 一般職

　　会計年度任用職員 243,867 会計年度

　勤勉手当 423,625 一般職

　議員期末手当 29,899 議員

　夜間勤務手当 9 一般職

　初任給調整手当 0 一般職

　管理職員特別勤務手当 3,651 一般職

共済費 1,548,578

　地方公務員共済 907,052

　　特別職 6,612 特別職

　　一般職 773,423 一般職

　　会計年度任用職員 127,017 会計年度

　公務災害 6,054

　　特別職 40 特別職

　　一般職 6,014 一般職

　公立学校共済 24,677 一般職

　議員共済 34,181 議員

　社会保険料 118,044

　　一般職 7,389 一般職

　　会計年度任用職員 110,655 会計年度

　労働保険料 8,639 会計年度

　退職手当 416,592

　　特別職 8,146 特別職

　　一般職 329,330 一般職

　　会計年度任用職員 79,116 会計年度

　県互助会 9,389

　　特別職 60 特別職

　　一般職 7,918 一般職

　　会計年度任用職員 1,411 会計年度

　消防団公災 23,950 その他

災害補償費 171 その他

合　　　　計 7,427,233 3,323

決算額 人数

議員 166,523 24

特別職 51,366 3

一般職 5,078,001 618

会計年度任用職員 2,006,655 916

その他委員等 124,688 1,762

合計 7,427,233 3,323

令和4年9月定例会 予算決算常任委員会 資料
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国民健康保険特別会計　　 単位：円 介護保険特別会計 単位：円

項目 決算額 人数 項目 決算額 人数

報酬 155,000 19 報酬 36,503,499 67

　　非常勤報酬（会計年度任用職員） 　　非常勤報酬（会計年度任用職員） 29,376,899 24

　委員報酬 155,000 19 　委員報酬 7,126,600 43

給料 給料 53,339,188 14

　一般職 　一般職 53,339,188 14

　会計年度任用職員 　会計年度任用職員 0

職員手当等 職員手当等 37,546,002

　扶養手当 　扶養手当 1,338,000

　地域手当 　地域手当 1,640,285

　　一般職 　　一般職 1,640,285

　　会計年度任用職員 　　会計年度任用職員 0

　住居手当 　住居手当 546,000

　通勤手当 　通勤手当 1,254,000

　　一般職 　　一般職 1,254,000

　　会計年度任用職員 　　会計年度任用職員 0

　特殊勤務手当 　特殊勤務手当 0

　時間外勤務手当 　時間外勤務手当 2,439,870

　　一般職 　　一般職 2,439,870

　　会計年度任用職員 　　会計年度任用職員 0

　休日勤務手当 　休日勤務手当 10,876

　宿日直手当 　宿日直手当 0

　管理職手当 　管理職手当 2,964,000

　期末手当 　期末手当 17,414,871

　　一般職 　　一般職 11,853,098

　　会計年度任用職員 　　会計年度任用職員 5,561,773

　勤勉手当 　勤勉手当 9,938,100

　夜間勤務手当 　夜間勤務手当 0

　初任給調整手当 　初任給調整手当 0

　管理職員特別勤務手当 　管理職員特別勤務手当 0

共済費 共済費 30,037,299

　地方公務員共済 　地方公務員共済 17,542,344

　退職手当組合 　退職手当組合 7,579,320

　　一般職 　　一般職 7,579,320

　　会計年度任用職員 　　会計年度任用職員 0

　県互助会 　県互助会 172,530

　社会保険料 　社会保険料 4,594,903

　労働保険料 　労働保険料 148,202

合　　　　計 155,000 19 合　　　　計 157,425,988 81

決算額 人数 決算額 人数

一般職 一般職 110,617,611 14

会計年度任用職員 会計年度任用職員 39,681,777 24

その他委員等 155,000 19 その他委員等 7,126,600 43

合計 155,000 19 合計 157,425,988 81
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水道事業会計 単位：円 下水道事業会計 単位：円

項目 決算額 人数 項目 決算額 人数

報酬 115,000 報酬 395,000

　委員報酬 115,000 10 　委員報酬 395,000 10

給料 77,928,420 20 給料 57,211,880 17

　　一般職 77,928,420 20 　　一般職 55,231,400 16

　　会計年度任用職員 0 0 　　会計年度任用職員 1,980,480 1

職員手当等 57,556,798 職員手当等 33,876,380

　扶養手当 3,448,500 　扶養手当 465,500

  地域手当 2,441,298   地域手当 1,730,288

　　一般職 2,441,298 　　一般職 1,670,876

　　会計年度任用職員 0 　　会計年度任用職員 59,412

　住居手当 0 　住居手当 53,000

　通勤手当 1,856,480 　通勤手当 1,149,240

　　一般職 1,856,480 　　一般職 1,125,240

　　会計年度任用職員 0 　　会計年度任用職員 24,000

　特殊勤務手当 565,800 　特殊勤務手当 0

　時間外勤務手当 12,788,308 　時間外勤務手当 7,789,727

　休日勤務手当 122,217 　休日勤務手当 166,234

　宿日直手当 0 　宿日直手当 0

　管理職手当 4,504,800 　管理職手当 1,330,800

　期末手当 17,869,980 　期末手当 12,685,127

　　一般職 17,869,980 　　一般職 12,251,651

　　会計年度任用職員 0 　　会計年度任用職員 433,476

　勤勉手当 13,941,415 　勤勉手当 8,506,464

　夜間勤務手当 0 　夜勤手当 0

　初任給調整手当 0 　初任給調整手当 0

　管理職員特別勤務手当 18,000 　管理職員特別勤務手当 0

法定福利費 37,870,051 共済費 26,189,710

　地方公務員共済 26,562,303 　地方公務員共済 17,541,643

　退職手当組合 10,566,990 　退職手当組合 7,586,250

　　一般職 10,566,990 　　一般職 7,586,250

　　会計年度任用職員 0 　　会計年度任用職員 0

　県互助会 262,602 　県互助会 177,174

　社会保険料 478,156 　社会保険料 884,643

　　一般職 478,156 　　一般職 528,634

　　会計年度任用職員 0 　　会計年度任用職員 356,009

合　　　　計 173,470,269 30 合　　　　計 117,672,970 27

決算額 人数 決算額 人数

一般職 173,355,269 20 一般職 114,424,593 16

会計年度任用職員 0 0 会計年度任用職員 2,853,377 1

その他委員等 115,000 10 その他委員等 395,000 10

合計 173,470,269 30 合計 117,672,970 27
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病院事業会計 単位：円

項目 決算額 人数

報酬 4,348,659

　　非常勤報酬（会計年度任用職員） 4,348,659 6

給料 199,868,289 52

　一般職 178,077,669 42

　会計年度任用職員 21,790,620 10

職員手当等 145,203,841

　扶養手当 4,570,000

  地域手当 6,133,096

　　一般職 5,462,359

　　会計年度任用職員 670,737

　住居手当 856,000

　通勤手当 5,177,376

　　一般職 4,748,649

　　会計年度任用職員 428,727

　特殊勤務手当 26,569,490

　　一般職 25,869,730

　　会計年度任用職員 699,760

　時間外勤務手当 5,493,083

　　一般職 5,043,065

　　会計年度任用職員 450,018

　休日勤務手当 110,121

　宿日直手当 12,482,600

　　一般職 12,482,600

　　会計年度任用職員 0

　管理職手当 9,163,200

　期末手当 28,862,713

　　一般職 24,165,269

　　会計年度任用職員 4,697,444

　勤勉手当 18,934,177

　夜勤手当 3,669,185

　　一般職 3,570,625

　　会計年度任用職員 98,560

　初任給調整手当 23,182,800

  管理職員特別勤務手当 0

共済費 87,862,733

　地方公務員共済 62,059,411

　　一般職 58,920,141

　　会計年度任用職員 3,139,270

　退職手当組合 24,075,954

　　一般職 23,897,682

　　会計年度任用職員 178,272

　県互助会 653,967

　　一般職 589,023

　　会計年度任用職員 64,944

　社会保険料他 1,073,401

　　一般職 0

　　会計年度任用職員 1,073,401

合　　　　計 437,283,522 58

決算額 人数

一般職 399,643,110 42

会計年度任用職員 37,640,412 16

その他委員等 0 0

合計 437,283,522 58
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診療所事業会計 単位：円 介護老人保健施設事業会計      単位:円

項目 決算額 人数 項目 決算額 人数

報酬 49,407,169 29 報酬 13,549,346 16

　　非常勤報酬（会計年度任用職員） 49,407,169 24 　　非常勤報酬（会計年度任用職員） 13,549,346 11

　委員報酬 0 5 　委員報酬 0 5

給料 47,793,600 11 給料 112,770,477 34

　一般職 43,440,000 9 　一般職 83,773,519 22

　会計年度任用職員 4,353,600 2 　会計年度任用職員 28,996,958 12

職員手当等 46,630,691 職員手当等 65,124,193

　扶養手当 1,296,000 　扶養手当 1,694,323

  地域手当 1,472,688   地域手当 3,433,942

　　一般職 1,342,080 　　一般職 2,564,033

　　会計年度任用職員 130,608 　　会計年度任用職員 869,909

　住居手当 324,000 　住居手当 1,374,000

　通勤手当 1,538,280 　通勤手当 1,677,720

　　一般職 1,463,880 　　一般職 1,089,200

　　会計年度任用職員 74,400 　　会計年度任用職員 588,520

　特殊勤務手当 5,954,140 　特殊勤務手当 8,698,750

　　一般職 5,205,910 　　一般職 7,204,330

　　会計年度任用職員 748,230 　　会計年度任用職員 1,494,420

　時間外勤務手当 659,578 　時間外勤務手当 673,270

　　一般職 469,287 　　一般職 673,270

　　会計年度任用職員 190,291 　　会計年度任用職員 0

　休日勤務手当 0 　休日勤務手当 5,898

　　一般職 0 　　一般職 5,898

　　会計年度任用職員 0 　　会計年度任用職員 0

　宿日直手当 0 　宿日直手当 2,477,500

　管理職手当 4,878,000 　管理職手当 2,574,700

　期末手当 13,099,215 　期末手当 26,366,136

　　一般職 9,575,226 　　一般職 18,667,152

　　会計年度任用職員 3,523,989 　　会計年度任用職員 7,698,984

　勤勉手当 8,557,590 　勤勉手当 13,677,311

　夜間勤務手当 0 　夜間勤務手当 2,470,643

　　一般職 0 　　一般職 2,048,025

　　会計年度任用職員 0 　　会計年度任用職員 422,618

　初任給調整手当 8,851,200 　初任給調整手当 0

　管理職員特別勤務手当 0 　管理職員特別勤務手当 0

共済費 25,835,295 共済費 53,717,065

　地方公務員共済 16,422,826 　地方公務員共済 33,276,787

　　一般職 15,321,708 　　一般職 28,510,315

　　会計年度任用職員 1,101,118 　　会計年度任用職員 4,766,472

　退職手当組合 6,691,104 　退職手当組合 16,196,166

　　一般職 6,081,600 　　一般職 12,104,232

　　会計年度任用職員 609,504 　　会計年度任用職員 4,091,934

　県互助会 150,768 　県互助会 336,447

　　一般職 138,078 　　一般職 282,150

　　会計年度任用職員 12,690 　　会計年度任用職員 54,297

　社会保険料　他 2,570,597 　社会保険料　他 3,907,665

　　一般職 0 　　一般職 0

　　会計年度任用職員 2,570,597 　　会計年度任用職員 3,907,665

合　　　　計 169,666,755 40 合　　　　計 245,161,081 50

決算額 人数 決算額 人数

一般職 106,944,559 9 一般職 178,719,958 22

会計年度任用職員（非常勤含む） 62,722,196 26 会計年度任用職員（非常勤含む） 66,441,123 23

その他委員等 0 5 その他委員等 0 5

合計 169,666,755 40 合計 245,161,081 50
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 令和４年９月定例会 予算決算常任委員会資料

 関連議案番号：議案第４１号

 関連科目：歳出 （２）−（１）ー（１）

 所管部局名 ： 総務部人事課

◎庁内の相談員または人事課に相談があった件数

相談件数 2件

◎メンタルヘルス相談

回 人数

1 5

2 5

3 5

4 5

5 5

◎ハラスメント外部相談窓口

相談件数

相談者数

◎ストレスチェック

対象者数 回答者数 回答率 高ストレス者数 面接指導実施者数

1,943 1,534 79.0% 200 1

令和３年度 ハラスメント及びメンタルヘルス相談実績

 労働安全衛生法の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握し、職員のメンタル不調を未

然に防ぐために実施。

35件（内、ハラスメントに関する相談は3件）

 11人

 甲賀市セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止等に関する規程に基

づき２４名の相談員を配置。

 滋賀県市町村職員共済組合のメンタルカウンセラー派遣事業で、希望する日を基本に調整

し、実施。

実施日

令和3年6月23日

令和3年8月25日

令和3年10月27日

令和3年12月22日

 ハラスメントをはじめ、心の悩み全般について、人事担当や内部相談員を経由することな

く、電話またはメールにより相談できる窓口を令和元年6月から設置。

令和4年2月24日
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職員健康診断受診状況 　令和4年９月定例会　予算決算常任委員会資料

　関連議案番号：議案第４１号

１．定期健康診断・成人健康診断受診状況 　関連科目：歳出　（２）－（１）ー（１）

　所管部局名 ： 総務部人事課

（共済組合委託分）
受診対象者　　・正規職員

・社会保険に加入の会計年度任用職員（３４歳以下）

要精検のうち 【理由】 人数

異状所見なし等 要精検 再受診者 別の機関で受診　 9

組合員 804 768 95.52 568 201 118 58.71 36 体調不良 7

非組合員 272 263 96.69 186 78 53 67.95 9 その他 16

合計 1076 1031 95.82 754 279 171 61.29 45 未提出 12

合計 44

２．胃検診受診状況

受診対象者　　・正規職員の内、昭和６１年４月１日以前に生まれた職員（受診希望者のみ）

・社会保険に加入の会計年度任用職員（35歳以上）は基本検査に含まれる。

要医師受診のうち 【理由】 人数

異状所見なし等 要医師受診 再受診者 別の機関で受診　 151

組合員 603 435 72.14 434 1 1 100 168 体調不良 53

非組合員 552 444 80.43 442 2 2 0 108 その他 58

合計 1,155 879 76.1 876 3 3 100 276 未提出 14

合計 276

３．大腸検診受診状況

受診対象者　　・正規職員の内、昭和６１年４月１日以前に生まれた職員（３５歳以上）
・社会保険に加入の会計年度任用職員（35歳以上）は基本検査に含まれる。

陽性のうち 【理由】 人数

陰性 陽性 再受診者 別の機関で受診　 41

組合員 605 498 82.31 481 17 7 41.18 107 体調不良 6

非組合員 555 523 94.23 192 8 4 0 32 その他 47

合計 1,160 1,021 88 673 25 11 44 139 未提出 45

合計 139

４．子宮頸がん検診受診状況

受診対象者　　・平成１３年４月１日以前に生まれた女子職員で、令和３年３月３１日現在の満年齢が奇数年齢の正規職員
・会計年度任用職員は社会保険に加入の職員

要精検のうち 理由 人数

精検不要 要精検 再受診者 別の機関で受診　 78

組合員 223 164 73.54 155 9 9 100 59 体調不良 3

非組合員 238 177 74.37 175 2 1 50 61 その他 17

合計 461 341 73.97 330 11 10 90.91 120 未提出 22

合計 120

５．乳がん検診受診状況

受診対象者　　・平成１３年４月１日以前に生まれた女子職員で、令和３年３月３１日現在の満年齢が偶数年齢の正規職員
・会計年度任用職員は社会保険に加入の職員

要医師受診のうち 理由 人数

異状所見なし等 要医師受診 再受診者 別の機関で受診　 55

組合員 203 163 80.3 160 3 2 66.67 40 体調不良 0

非組合員 238 178 74.79 176 2 1 50 60 その他 30

合計 441 341 77.32 336 5 3 60 100 未提出 15

マンモ・超音波検査込の人数 合計 100

未受診者数
（人）

R03 受診対象者数
（人）

受診者数
（人）

受診率
（％）

判　　　　　定 未受診者数
（人）

再受診率
（％）

再受診率
（％）

R03 受診対象者数
（人）

受診者数
（人）

受診率
（％）

判　　　　　定

判　　　　　定

受診対象者数
（人）

未受診者数
（人）

R03

R03 受診対象者数
（人）

受診者数
（人）

受診率
（％）

受診者数
（人）

受診率
（％）

判　　　　　定 未受診者数
（人）

再受診率
（％）

再受診率
（％）

再受診率
（％）

未受診者数
（人）R03 受診対象者数

（人）
受診者数
（人）

受診率
（％）

判　　　　　定
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令和４年９月定例会　予算決算常任委員会　資料

関連議案番号：議案第４１号

所管課名      ：総務部管財課

番号 種別 件　　　　　　　　名 担当所属名 契約種類 当初契約価格 落札業者名

1 工事 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 下水道課 特命随契 12,771,000 小松電機産業株式会社

2 工事 第１７号　甲賀斎苑火葬炉設備修繕工事 生活環境課 特命随契 14,850,000 株式会社宮本工業所

3 工事 第２３号　甲賀図書情報館自動ドア修繕工事 教育総務課 特命随契 1,408,000 ナブコドア株式会社滋賀営業所

4 工事 第３５号　かふか生涯学習館エレベータ修繕工事 住宅建築課 特命随契 8,514,000 東芝エレベータ株式会社関西支社

5 工事 第８３号　甲南情報交流センター移動観覧席修繕工事 教育総務課 特命随契 5,940,000 コクヨマーケティング株式会社

6 工事 第８４号　かもしか食害対策防護柵設置工事 歴史文化財課 特命随契 4,565,000 滋賀中央森林組合

7 工事 第１００号　地域防犯対策事業　ＬＥＤ防犯灯設置工事 生活環境課 不落随契 8,217,000 有限会社菊池電機商会

8 工事 第１１４号　飯道山登山道観光トイレ改修工事 観光企画推進課 不落随契 12,870,000 株式会社フジサワ建設

9 工事 第１１８号　勅旨地区単独治山工事 林業振興課 不落随契 6,930,000 有限会社小西造園

10 工事 第５９号　農業集落排水神保隠岐地区処理場及び岩室地区処理場機器更新工事 下水道課 特命随契 2,794,000 日立造船株式会社

11 工事 第１０３号　農業集落排水小佐治地区処理場自動微細目スクリーン更新工事 下水道課 特命随契 1,540,000 日立造船株式会社

12 工事 第８２号　公共下水道終末処理場機械設備修繕工事 下水道課 特命随契 2,552,000 水道機工株式会社大阪支店

13 工事 第１４６号　土山オー・デュ・ブール汚泥供給ポンプ交換工事 下水道課 特命随契 1,870,000 水道機工株式会社大阪支店

14 工事 第１２９号　碧水ホール吸収冷温水機修繕工事 社会教育スポーツ課 特命随契 2,530,000 川重冷熱工業株式会社西日本支社

15 委託 第３７９号　広野台団地災害復旧工事設計業務委託 管財課 特命随契 2,706,000 村上興業株式会社

16 委託 第３７７号　市道漆谷中山谷線災害復旧設計業務委託 建設事業課 特命随契 12,870,000 株式会社関西技研

17 委託 令和２年度第４０６号　市道新町・貴生川幹線内貴橋道路整備工事積算業務委託 建設事業課 特命随契 2,948,000 公益財団法人滋賀県建設技術センター

18 委託 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） 農村整備課 特命随契 17,600,000 滋賀県土地改良事業団体連合会

19 委託 第２２９号　甲南駅周辺地区雨水整備工事積算業務委託 都市計画課 特命随契 3,432,000 公益財団法人滋賀県建設技術センター

20 役務 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） 議事課 特命随契 5,499,780 株式会社ぎょうせい関西支社

21 役務 第１１４号　甲賀市議会放送業務委託（単契） 議事課 特命随契 4,827,900 株式会社あいコムこうか

22 役務 第２７５号　甲賀市議会会議システム等改修業務委託 議事課 特命随契 6,600,000 株式会社東和エンジニアリング関西支社

23 役務 第８４号　市政広報テレビ番組の制作・放送業務委託 秘書広報課 特命随契 41,729,600 株式会社あいコムこうか

24 役務 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） 秘書広報課 特命随契 8,266,500 ソンズ株式会社

25 役務 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 秘書広報課 特命随契 3,960,000 ソンズ株式会社

26 役務 第６５号　甲賀市緊急情報伝達システム運用業務委託 危機管理課 特命随契 1,135,200 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社京滋支店

27 役務 第６６号　甲賀市Ｊ－ＡＬＥＲＴ保守点検業務委託 危機管理課 特命随契 609,400 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

28 役務 第２８６号　甲賀市防災マップ作成業務委託 危機管理課 特命随契 9,978,320 株式会社ゼンリン滋賀営業所

29 役務 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 政策推進課 特命随契 7,040,000 株式会社ＪＴＢ滋賀支店

30 役務 第７７号　甲賀市ふるさと納税（楽天）事業支援業務委託 政策推進課 特命随契 12,563,200 楽天グループ株式会社

31 役務 第７８号　甲賀市ふるさと納税（さとふる）事業支援業務委託 政策推進課 特命随契 28,710,000 株式会社さとふる

32 役務 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 政策推進課 特命随契 10,439,400 株式会社トラストバンク

令和３年度　　随意契約一覧表
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33 役務 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） 政策推進課 特命随契 3,022,800 綜合警備保障株式会社滋賀支社

34 役務 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） 政策推進課 特命随契 950,400 セコム株式会社

35 役務 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） 政策推進課 特命随契 508,200 セコム株式会社

36 役務 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） 政策推進課 特命随契 2,046,000 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

37 役務 第２００号　多言語電話通訳サービス業務委託（長期継続） 政策推進課 プロポーザル 7,657,650 株式会社ポリグロットリンク

38 役務 第２７３号　甲賀市ふるさと納税（楽天）事業支援業務委託 政策推進課 特命随契 5,280,000 株式会社ＪＴＢ滋賀支店

39 役務 第１１５号　甲賀市地域情報サービス運営業務委託 情報政策課 特命随契 16,995,000 株式会社あいコムこうか

40 役務 第１１６号　甲賀市地域情報基盤施設管理業務委託 情報政策課 特命随契 59,994,000 株式会社あいコムこうか

41 役務 第１１７号　高速インターネットプロパイダー接続業務 情報政策課 特命随契 1,742,400 株式会社あいコムこうか

42 役務 第１１８号　基幹系システム運用管理業務委託 情報政策課 特命随契 9,240,000 トーテックアメニティ株式会社京滋事業所

43 役務 第１１９号　基幹系システム認証強靭化保守業務委託 情報政策課 特命随契 1,481,568 トーテックアメニティ株式会社京滋事業所

44 役務 第１２０号　戸籍システム追加ソフトウェア保守業務委託 情報政策課 特命随契 924,000 トーテックアメニティ株式会社京滋事業所

45 役務 第２７０号　テレワークシステム導入業務委託 情報政策課 特命随契 3,850,000 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社京滋支店

46 役務 第６９号　甲賀市会議録作成支援システム提供業務委託 総務課 特命随契 1,122,000 株式会社会議録研究所

47 役務 第７０号　文書配送業務委託（単契） 総務課 不落随契 3,098,810 日本通運株式会社滋賀支店

48 役務 第７１号　文書維持管理業務委託 総務課 特命随契 4,759,700 関西レコードマネジメント株式会社

49 役務 第７２号　甲賀市顧問弁護士業務委託 総務課 特命随契 1,254,000 中川法律事務所

50 役務 第７３号　甲賀市顧問弁護士業務委託 総務課 特命随契 1,254,000 中坊法律事務所

51 役務 第７４号　甲賀市例規データベース更新等業務委託 総務課 特命随契 2,970,000 株式会社ぎょうせい

52 役務 第７５号　甲賀市例規執務サポートシステム使用料 総務課 特命随契 1,749,000 株式会社ぎょうせい

53 役務 第６７号　甲賀市ハラスメント外部相談窓口業務委託 人事課 特命随契 3,410,000 キャリアマネジメントコンサルティング株式会社

54 役務 第２６１号　職員研修業務委託 人事課 プロポーザル 748,000 株式会社話し方教育センター

55 役務 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 管財課 特命随契 23,100,000 株式会社水口テクノス

56 役務 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） 市民課 特命随契 2,165,240 トーテックアメニティ株式会社京滋事業所

57 役務 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） 保険年金課 特命随契 1,513,600 共同印刷西日本株式会社

58 役務 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 保険年金課 特命随契 6,137,912 株式会社キャンサースキャン

59 役務 第２８号　可燃ごみ・資源ごみ等収集運搬業務委託（水口町） 生活環境課 特命随契 160,600,000 株式会社水口テクノス

60 役務 第２９号　可燃ごみ・資源ごみ等収集運搬業務委託（土山町） 生活環境課 特命随契 80,300,000 株式会社ヒロセ甲賀支店

61 役務 第３０号　可燃ごみ・資源ごみ等収集運搬業務委託（甲賀町） 生活環境課 特命随契 105,600,000 株式会社日映日野

62 役務 第３１号　可燃ごみ・資源ごみ等収集運搬業務委託（甲南町） 生活環境課 特命随契 121,000,000 株式会社日映日野

63 役務 第３２号　可燃ごみ・資源ごみ等収集運搬業務委託（信楽町） 生活環境課 特命随契 110,000,000 株式会社水口テクノス

64 役務 第３３号　リサイクルセンター等運営業務委託（その１） 生活環境課 特命随契 209,000,000 株式会社水口テクノス

65 役務 第３４号　リサイクルセンター等運営業務委託（その２） 生活環境課 特命随契 52,250,000 株式会社ヒロセ甲賀支店

66 役務 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 生活環境課 特命随契 50,600,000 株式会社水口テクノス

67 役務 第３６号　不燃廃棄物破砕残渣運搬業務委託 生活環境課 特命随契 11,550,000 株式会社日映日野

68 役務 第３７号　蛍光管・乾電池運搬処理等業務委託（単契） 生活環境課 特命随契 5,033,105 日映興業株式会社

69 役務 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） 生活環境課 特命随契 902,800 公益社団法人滋賀県獣医師会

70 役務 第３９号　甲賀斎苑浄化槽維持管理業務委託 甲賀斎苑 特命随契 1,293,600 株式会社日映日野

20



71 役務 第２１２号　甲賀斎苑外構（残地森林除草等）清掃業務委託 甲賀斎苑 特命随契 2,000,000 葛木区

72 役務 第４号　在宅医療・介護連携推進業務委託 福祉医療政策課 特命随契 9,927,200 甲賀市立介護老人保健施設ケアセンターささゆり

73 役務 第５号　地域力強化推進事業業務委託 福祉医療政策課 特命随契 11,899,800 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会

74 役務 第６号　ふくしマンパワーねっと事業業務委託 福祉医療政策課 特命随契 3,999,600 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会

75 役務 第７号　水口社会福祉センター維持管理業務委託 福祉医療政策課 特命随契 2,838,726 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会

76 役務 第１０号　家計改善支援事業業務委託 生活支援課 特命随契 3,369,080 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会

77 役務 第１１号　自立支援事業業務委託 生活支援課 特命随契 5,764,000 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会

78 役務 第１２号　甲賀市生活困窮者就労準備支援事業業務委託 生活支援課 特命随契 2,472,800 社会福祉法人しがらき会

79 役務 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 生活支援課 特命随契 6,625,300 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会

80 役務 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 生活支援課 特命随契 2,059,999 社会福祉法人甲賀会

81 役務 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 生活支援課 特命随契 1,790,800 社会福祉法人しがらき会

82 役務 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 生活支援課 特命随契 1,870,000 社会福祉法人甲南会

83 役務 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 生活支援課 特命随契 2,547,600 特定非営利活動法人サポートハウスほほえみ

84 役務 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 生活支援課 特命随契 2,021,140 社会福祉法人洗心福祉会

85 役務 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 生活支援課 特命随契 1,925,000 特定非営利活動法人サポートハウスほほえみ

86 役務 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） 生活支援課 特命随契 2,640,000 富士通Ｊａｐａｎ株式会社関西支社

87 役務 第２１号　障がい者施設等共同受注窓口業務委託 障がい福祉課 特命随契 2,752,200 甲賀市障がい者就労支援部会 

88 役務 第２２号　障がい者雇用支援公共施設管理等業務委託 障がい福祉課 特命随契 8,427,001 甲賀市障がい者就労支援部会 

89 役務 第２３号　精神障害者地域生活支援センター事業業務委託 障がい福祉課 特命随契 18,000,000 一般社団法人水口病院

90 役務 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 障がい福祉課 特命随契 12,000,000 社会福祉法人グロー

91 役務 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 障がい福祉課 特命随契 792,000 株式会社ニック

92 役務 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 障がい福祉課 特命随契 1,000,000 社会福祉法人グロー

93 役務 第２７号　障害者生活支援事業業務委託 障がい福祉課 特命随契 11,400,000 社会福祉法人瑠璃光会

94 役務 第２９３号　甲賀市障害児タイムケア事業業務委託（単契） 障がい福祉課 特命随契 963,000 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会

95 役務 第１号　介護給付適正化支援システム保守業務委託 長寿福祉課 特命随契 1,419,000 トーテックアメニティ株式会社京滋事業所

96 役務 第２号　甲賀市移送サービス事業業務委託（単契） 長寿福祉課 特命随契 4,134,922 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会

97 役務 第３号　甲賀市生活支援体制整備事業業務委託 長寿福祉課 特命随契 7,497,600 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会

98 役務 第８号　甲賀市認知症キャラバン啓発業務委託 すこやか支援課 特命随契 2,090,000 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会

99 役務 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 すこやか支援課 特命随契 990,000 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会

100 役務 第１８２号　健診ＷＥＢ予約サービス業務委託 すこやか支援課 特命随契 1,320,000 マーソ株式会社

101 役務 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 すこやか支援課 特命随契 2,633,510 共同印刷西日本株式会社

102 役務 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 すこやか支援課 特命随契 6,665,120 株式会社タニタヘルスリンク

103 役務 第３１８号　甲賀市運動教室開催にかかる機器導入（長期継続） すこやか支援課 特命随契 1,742,400 株式会社タニタヘルスリンク

104 役務 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 新型コロナウイルス感染症対策室 見積合わせ 5,654,000 株式会社カワシマ

105 役務 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） 新型コロナウイルス感染症対策室 見積合わせ 26,699,112 滋賀設備株式会社

106 役務 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） 新型コロナウイルス感染症対策室 特命随契 29,854,132 滋賀観光バス株式会社水口営業所

107 役務 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） 新型コロナウイルス感染症対策室 特命随契 5,733,728 株式会社シガ・エージェントシステム

108 役務 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） 新型コロナウイルス感染症対策室 特命随契 10,132,320 公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会
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109 役務 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） 新型コロナウイルス感染症対策室 特命随契 3,029,400 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

110 役務 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 新型コロナウイルス感染症対策室 特命随契 995,500 株式会社ポリグロットリンク

111 役務 第１２１号　甲賀市水口医療介護センター調剤業務委託（単契） 水口医療介護センター 特命随契 1,359,600 株式会社やくさ薬局

112 役務 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 水口医療介護センター 特命随契 528,000 ニプロ株式会社京都支店滋賀営業所

113 役務 第１２３号　信楽中央病院医療情報システム保守業務委託 信楽中央病院 特命随契 5,630,130 株式会社ソフトウェア・サービス

114 役務 第１２４号　信楽中央病院診療報酬明細書点検業務委託（単契） 信楽中央病院 特命随契 2,468,400 株式会社ニチイ学館

115 役務 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） 信楽中央病院 特命随契 4,633,200 フクダライフテック京滋株式会社滋賀営業所

116 役務 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） 信楽中央病院 特命随契 1,478,400 大丸エナウィン株式会社湖南支店

117 役務 第１２７号　信楽中央病院Ｘ線ＴＶ撮影装置保守点検業務委託 信楽中央病院 特命随契 1,210,000 島津メディカルシステムズ株式会社滋賀営業所

118 役務 第１２８号　信楽中央病院Ｘ線ＣＴ装置保守点検業務委託線 信楽中央病院 特命随契 3,267,000 キヤノンメディカルシステムズ株式会社滋賀支店

119 役務 第１２９号　信楽中央病院合併浄化槽保守点検業務委託 信楽中央病院 特命随契 871,200 株式会社ヒロセ甲賀支店

120 役務 第１３０号　信楽中央病院生化学分析装置保守点検業務委託 信楽中央病院 特命随契 1,099,560 キヤノンメディカルシステムズ株式会社滋賀支店

121 役務 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 信楽中央病院 特命随契 2,492,600 株式会社ソフトウェア・サービス

122 役務 第４３号　ファミリーサポートセンター業務委託 子育て政策課 特命随契 2,799,500 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会

123 役務 第４４号　こんにちは赤ちゃん訪問事業事務委託 子育て政策課 特命随契 517,000 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会

124 役務 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 子育て政策課 特命随契 1,888,150 富士通株式会社滋賀支店

125 役務 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 子育て政策課 特命随契 10,003,400 一般社団法人育児ひろばアプリコット

126 役務 第４７号　つどいのひろば事業委託 子育て政策課 特命随契 2,288,000 一般社団法人育児ひろばアプリコット

127 役務 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） 発達支援課 特命随契 3,663,000 トーテックアメニティ株式会社京滋事業所

128 役務 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） 発達支援課 特命随契 1,980,000 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

129 役務 第４０号　甲賀市保育園（土山町・信楽町）警備保障業務委託 保育幼稚園課 特命随契 651,720 綜合警備保障株式会社滋賀支社

130 役務 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） 保育幼稚園課 特命随契 1,650,000 東芝エレベータ株式会社関西支社

131 役務 第４２号　甲賀市保育園業務支援システム利用 保育幼稚園課 特命随契 1,782,000 株式会社両備システムズ

132 役務 第８６号　公共施設管理等業務委託 商工労政課 特命随契 60,552,800 公益社団法人甲賀市シルバー人材センター

133 役務 第８７号　甲賀ＪＯＢフェア開催事業業務委託 商工労政課 特命随契 4,132,726 株式会社学情

134 役務 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） 商工労政課 特命随契 6,758,180 アインズ株式会社滋賀南営業所

135 役務 第２１８号　ワーク・ライフ・バランス推進事業業務委託 商工労政課 特命随契 4,695,625 合同会社ＷＬＢＣ関西

136 役務 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 商工労政課 プロポーザル 2,090,000 Ｓｐａｒｋｌｅ

137 役務 第２５４号　甲賀市信楽産業展示館・ピアノ部品交換業務委託 商工労政課 特命随契 1,904,452 株式会社十字屋草津営業所

138 役務 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 商工労政課 特命随契 4,998,800 甲賀市商工会

139 役務 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 商工労政課 特命随契 26,195,600 甲賀市商工会

140 役務 第２９９号　企業立地ガイド作成業務委託 商工労政課 特命随契 1,166,000 株式会社ゼンリン滋賀営業所

141 役務 第８８号　観光拠点施設運営業務委託 観光企画推進課 特命随契 6,986,430 一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会

142 役務 第２４９号　首都圏ＰＲ事業業務委託 観光企画推進課 特命随契 1,488,300 一般社団法人東京滋賀県人会

143 役務 第８９号　甲賀市都市農村交流推進業務委託 農業振興課 特命随契 5,489,000 甲賀市都市農村交流推進協議会

144 役務 第９０号　田代高原の郷浄化槽維持管理業務委託 農業振興課 特命随契 741,400 株式会社水口テクノス

145 役務 第２１７号　リーフ茶消費拡大推進業務委託 農業振興課 特命随契 2,995,300 甲賀市リーフ茶消費拡大推進協議会

146 役務 第２３６号　甲賀の茶ブランド化研究調査業務委託 農業振興課 特命随契 14,978,700 一般社団法人滋賀県茶業会議所

22



147 役務 第２５６号　甲賀流薬用作物産地化プロジェクト業務委託 農業振興課 特命随契 2,999,700 甲賀市薬用作物産地化推進委員会

148 役務 第９１号　野洲川－１地区基幹水利施設管理業務委託 農村整備課 特命随契 25,838,000 野洲川土地改良区

149 役務 第９２号　野洲川－２地区基幹水利施設管理業務委託 農村整備課 特命随契 6,807,000 野洲川土地改良区

150 役務 第９３号　野洲川ダム施設管理業務委託 農村整備課 特命随契 6,043,000 野洲川土地改良区

151 役務 第９４号　水口頭首工施設管理業務委託 農村整備課 特命随契 3,275,000 野洲川土地改良区

152 役務 第１８９号　ニホンザル土山Ａ群個体数調整業務委託 林業振興課 特命随契 3,501,300 株式会社野生動物保護管理事務所

153 役務 第１９０号　ニホンザル甲賀Ｂ群個体数調整業務委託 林業振興課 特命随契 3,707,000 株式会社野生動物保護管理事務所

154 役務 第２８９号　森林境界明確化事業業務委託 林業振興課 特命随契 7,810,000 滋賀中央森林組合

155 役務 第５１号　青土ダム公園維持管理業務委託 建設管理課 特命随契 4,180,000 一般財団法人土山町緑のふるさと振興会

156 役務 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 建設管理課 特命随契 2,247,300 フジテック株式会社近畿統括本部京滋支店

157 役務 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 建設管理課 特命随契 1,262,800 一般財団法人土山町緑のふるさと振興会

158 役務 第３１０号　道路台帳及びシステムデータ更新業務委託 建設管理課 特命随契 6,655,000 国際航業株式会社滋賀営業所

159 役務 第５０号　甲賀市土木積算システム保守業務委託 建設事業課 特命随契 4,752,000 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社関西支社

160 役務 第２８８号　市道虫生野・久岡６号線用地測量業務委託 建設事業課 特命随契 4,400,000 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

161 役務 第５３号　信楽高原鐵道施設保守・管理業務委託 公共交通推進課 特命随契 83,886,000 信楽高原鐵道株式会社

162 役務 第５４号　甲賀駅・寺庄駅・甲南駅施設管理業務委託 公共交通推進課 特命随契 19,263,200 一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会

163 役務 第５５号　油日駅施設管理業務委託 公共交通推進課 特命随契 3,635,500 油日駅を守る会

164 役務 第６３号　水道止水栓開閉栓名義変更業務委託（単契） 上下水道総務課 特命随契 9,994,820 甲賀市管工事協同組合

165 役務 第６４号　検定満期メーター交換等業務委託（単契） 上下水道総務課 特命随契 18,692,976 甲賀市管工事協同組合

166 役務 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 上水道課 特命随契 924,000 フジ地中情報株式会社大阪支店

167 役務 第５７号　甲賀市上水道修繕待機業務委託 上水道課 特命随契 5,500,000 甲賀市管工事協同組合

168 役務 第５８号　甲賀市上水道緊急修繕業務委託（単契） 上水道課 特命随契 52,082,800 甲賀市管工事協同組合

169 役務 第５９号　水口管内農業集落排水施設維持管理業務委託 下水道課 特命随契 13,152,040 株式会社水口テクノス

170 役務 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 下水道課 特命随契 83,386,380 株式会社ヒロセ甲賀支店

171 役務 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 下水道課 特命随契 51,954,100 株式会社日映日野

172 役務 第６２号　下水道排水設備完了検査業務委託（単契） 下水道課 特命随契 958,100 公益社団法人甲賀市シルバー人材センター

173 役務 第２１６号　下水道台帳管理システム更新業務委託 下水道課 特命随契 6,226,000 国際航業株式会社滋賀営業所

174 役務 第２２５号　公共下水道終末処理場脱水汚泥搬出業務委託 下水道課 特命随契 2,241,800 株式会社ヒロセ甲賀支店

175 役務 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 下水道課 特命随契 17,058,800 株式会社水口テクノス

176 役務 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 下水道課 特命随契 35,079,000 株式会社日映日野

177 役務 第９５号　信楽小学校・信楽中学校浄化槽維持管理業務委託 教育総務課 特命随契 2,887,500 株式会社水口テクノス

178 役務 第９６号　小原・多羅尾小学校浄化槽維持管理業務委託 教育総務課 特命随契 1,199,000 株式会社ヒロセ甲賀支店

179 役務 第９７号　信楽図書館浄化槽維持管理業務委託 教育総務課 特命随契 1,606,000 株式会社水口テクノス

180 役務 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 教育総務課 特命随契 1,175,900 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社近畿支店

181 役務 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） 教育総務課 特命随契 990,000 セコム株式会社

182 役務 第１００号　甲南体育施設警備保障業務委託（長期継続） 教育総務課 特命随契 2,428,140 セコム株式会社

183 役務 第１８７号　学校給食用米飯加工業務委託（単契） 教育総務課 特命随契 5,080,605 滋賀米飯株式会社

184 役務 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 西部学校給食センター 特命随契 2,154,900 環境創研株式会社
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185 役務 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 西部学校給食センター 特命随契 1,100,000 株式会社中西製作所京都営業所

186 役務 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 西部学校給食センター 特命随契 800,800 株式会社ヒラカワ

187 役務 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 東部学校給食センター 特命随契 2,222,000 株式会社日映日野

188 役務 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 東部学校給食センター 特命随契 1,012,000 株式会社エステック

189 役務 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 東部学校給食センター 特命随契 880,000 光洋株式会社京滋営業所

190 役務 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） 東部学校給食センター 特命随契 759,000 株式会社大進

191 役務 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） 東部学校給食センター 特命随契 910,800 クマリフト株式会社京都営業所

192 役務 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） 東部学校給食センター 特命随契 2,640,000 東芝エレベータ株式会社関西支社

193 役務 第２１９号　不登校児童生徒支援策調査研究事業業務委託 学校教育課 特命随契 1,658,800 国立大学法人鳴門教育大学

194 役務 第１１０号　甲賀市夢の学習事業業務委託 社会教育スポーツ課 特命随契 30,250,000 特定非営利活動法人地域で創る土曜日夢の学習

195 役務 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 社会教育スポーツ課 特命随契 2,085,600 びわ湖放送株式会社

196 役務 第１９１号　東京２０２０オリンピック聖火リレー警備業務委託 社会教育スポーツ課 特命随契 640,090 株式会社ＪＴＢ滋賀支店

197 役務 第３１３号　アール・ブリュット魅力発信業務委託 社会教育スポーツ課 特命随契 2,750,000 社会福祉法人やまなみ会

198 役務 第１１１号　甲賀市図書館ＴＯＯＬi使用契約 甲南図書交流館 特命随契 739,200 株式会社図書館流通センター

199 役務 第１１２号　甲賀市図書館ＭＡＲＣ作成業務委託（単契） 甲南図書交流館 特命随契 1,496,000 株式会社図書館流通センター

200 役務 第２９０号　史跡紫香楽宮跡維持管理業務委託 歴史文化財課 特命随契 968,860 紫香楽宮阯保存会

201 役務 第３４１号　甲賀市フレイル予防対策に係るデータ分析業務委託 福祉医療政策課 特命随契 991,500 株式会社日本医薬総合研究所

202 役務 第３４５号　アール・ブリュット作品レンタルアート業務委託 社会教育スポーツ課 特命随契 1,320,000 社会福祉法人やまなみ会

203 役務 第３４６号　シンガポールホストタウン記録映像制作業務委託 社会教育スポーツ課 特命随契 2,662,000 びわ湖放送株式会社

204 役務 第３４７号　オリパラ競技疑似体験業務委託 社会教育スポーツ課 特命随契 770,000 富士通株式会社滋賀支店

205 役務 第３４８号　甲賀市学校給食管理システム導入業務委託 教育総務課 プロポーザル 1,435,500 株式会社夢工房

206 役務 第３５６号　甲賀市学習者用コンピュータ初期設定業務委託 学校教育課 特命随契 2,530,000 株式会社大塚商会滋賀営業所

207 役務 第３５８号　令和３・４・５年度　甲賀市外国語指導助手業務委託 学校教育課 プロポーザル 67,650,000 株式会社ボーダーリンク 

208 役務 第３７５号　令和３・４・５年度甲賀斎苑火葬業務委託 生活環境課 プロポーザル 68,864,400 株式会社五輪

209 役務 第３９３号　令和３・４年度甲賀市役所庁舎総合案内及び電話交換業務委託 総務課 プロポーザル 18,700,000 株式会社オーイング甲賀湖南支店

210 役務 第４０１号　小中学校最終学年記念事業業務委託 学校教育課 特命随契 4,996,619 株式会社ディープロモーション

211 役務 第３２５号　農福連携業務委託 農業振興課 特命随契 1,980,000 特定非営利活動法人　しが障害者就労支援センター

212 役務 第３２９号　浄化槽台帳データクレンジング業務委託 下水道課 特命随契 4,630,450 株式会社ゼンリン　　　　　　　　　　

213 役務 第３３７号　下水道台帳更新業務委託 下水道課 特命随契 3,190,000 国際航業株式会社滋賀営業所

214 役務 第３３８号　信楽水再生センター電気設備点検業務委託 下水道課 特命随契 6,050,000 シンフォニアエンジニアリング株式会社

215 役務 第３３９号　ニホンザル甲賀Ｃ群個体数調整業務委託 林業振興課 特命随契 3,099,800 株式会社野生動物保護管理事務所　

216 役務 第３４０号　周遊型観光促進事業業務委託 観光企画推進課 特命随契 1,996,500 一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会

217 役務 第３４５号　県営杉山地区換地業務委託 農村整備課 特命随契 841,500 滋賀県土地改良事業団体連合会

218 役務 第３４６号　土山オー・デュ・ブール電気設備点検業務委託 下水道課 特命随契 4,565,000 日新電機株式会社　　　　　　　

219 役務 第３４９号　令和３・４・５・６年度　甲賀市東部学校給食センター調理・洗浄業務委託 教育総務課 プロポーザル 367,840,000 一冨士フードサービス株式会社京滋支社

220 役務 第３５１号　ＰＣＢ廃棄物収集運搬業務委託 管財課 特命随契 506,000 日本通運株式会社

221 役務 第３５２号　医療情報システム保守業務委託（長期継続） 信楽中央病院事務部 特命随契 39,844,200 株式会社ソフトウェア・サービス　　　　　　　

222 役務 第３５３号　医療情報システムサーバ保守業務委託（長期継続） 信楽中央病院事務部 特命随契 2,805,000 株式会社ソフトウェア・サービス　　　　　　　
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223 役務 第３５９号　甲賀市市民活動団体支援業務委託 政策推進課 特命随契 1,755,600 特定非営利活動法人　サービスグラント

224 役務 第３６１号　甲賀100歳大学セミナー企画運営業務委託 地域共生社会推進課 特命随契 990,000 一般社団法人健康・福祉総研

225 役務 第３６５号　コンビニ交付システム住民票記載事項証明書追加業務委託 市民課 特命随契 528,000 トーテックアメニティ株式会社京滋事業所

226 役務 第３６５号　ニューイヤーコンサート事業業務委託 社会教育スポーツ課 特命随契 739,500 公益財団法人関西フィルハーモニー管弦楽団　　　　　　　　　　　　

227 役務 第３６６号　甲賀市小中学校無線ＬＡＮ追加業務委託 学校教育課 特命随契 37,400,000 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社京滋支店

228 役務 第３６７号　文書管理システム電子決裁対応改修業務委託 情報政策課 特命随契 3,561,800 富士通Ｊａｐａｎ株式会社

229 役務 第３６９号　甲賀市水口医療介護センター自動血球計数装置保守業務委託（長期継続） 水口医療介護センター事務部 特命随契 1,320,000 ニプロ株式会社　　　　　　

230 役務 第３７２号　アール・ブリュット作品制作業務委託 観光企画推進課 特命随契 2,395,800 社会福祉法人　やまなみ会

231 役務 第３７２号　健康管理システム追加オプション導入業務委託 発達支援課 特命随契 2,046,000 トーテックアメニティ株式会社京滋事業所

232 役務 第３７５号　除雪用小型タイヤショベルレンタル 建設管理課 特命随契 2,164,800 滋賀建機株式会社　　　　　　　　

233 役務 第３７７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（３回目接種分） 新型コロナウイルス感染症対策室 見積合わせ 1,184,700 株式会社カワシマ　　　　　　

234 役務 第３７８号　高等教育機関等立地検討業務委託 政策推進課 特命随契 1,914,000 一般財団法人日本開発構想研究所

235 役務 第３８３号　乳幼児健診ＷＥＢ予約サービス業務委託 すこやか支援課 特命随契 880,000 マーソ株式会社

236 役務 第３８４号　基幹系システム運用管理業務委託 情報政策課 特命随契 2,992,000 トーテックアメニティ株式会社京滋事業所

237 役務 第３８５号　全国植樹祭会場周辺間伐等整備業務委託 林業振興課 特命随契 4,999,500 滋賀中央森林組合　　　　　　　　　　　　　　　　

238 役務 第３８６号　令和４年度甲賀市広報紙発行支援業務委託（単契） 秘書広報課 プロポーザル 26,385,216 株式会社スマイ印刷工業

239 役務 第３８７号　新型コロナウイルスワクチン相談センター運営業務委託（単契） 新型コロナウイルス感染症対策室 特命随契 4,532,220 株式会社オーイング　　　　　　　　　　

240 役務 第３８８号　観光おもてなし体制構築事業業務委託 観光企画推進課 特命随契 1,972,300 一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会

241 役務 第３８９号　信楽高原鐵道施設車両抗菌・抗ウイルス処理業務委託 公共交通推進課 特命随契 1,836,120 ニチリンケミカル株式会社

242 役務 第３８９号　信楽焼ＰＲ動画制作・発信業務委託 商工労政課 特命随契 1,496,000 びわ湖放送株式会社

243 役務 第３９０号　甲賀市西部学校給食センター調理・洗浄追加業務委託 教育総務課 特命随契 2,860,330 一冨士フードサービス株式会社京滋支社

244 役務 第３９１号　甲賀市東部学校給食センター調理・洗浄追加業務委託 教育総務課 特命随契 1,892,550 一冨士フードサービス株式会社京滋支社

245 役務 第３９４号　林地台帳情報整備業務委託 林業振興課 特命随契 990,000 株式会社パスコ

246 役務 第３９５号　閉域モバイル回線ネットワーク構築業務委託 情報政策課 特命随契 819,500 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

247 役務 第３９７号　信楽地域包括支援センター運営業務委託 すこやか支援課 特命随契 78,260,000 社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

248 役務 第４０２号　甲賀市観光応援クーポン券発行事業業務委託 観光企画推進課 特命随契 9,997,900 一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会

249 役務 第４０２号　特別調整交付金（結核・精神）申請支援業務委託（単契） 保険年金課 特命随契 4,232,617 滋賀県国民健康保険団体連合会

250 役務 第４０４号　金の卵プロジェクト事業業務委託 社会教育スポーツ課 特命随契 1,344,860 株式会社日本綜合経営協会

251 役務 第４０５号　甲賀市キャッシュレス決済ポイント還元事業事務局業務委託 商工労政課 見積合わせ 114,811,959 近畿日本ツーリスト株式会社　

252 役務 第４０８号　甲賀市プレミアム付商品券等印刷等業務委託 商工労政課 特命随契 10,533,094 アインズ株式会社

253 役務 第４０９号　甲賀市職員の定年延長に伴う例規整備等新制度支援業務 人事課 特命随契 2,398,000 株式会社ぎょうせい

254 役務 第４１２号　地域包括支援センターシステム改修業務委託 すこやか支援課 特命随契 2,420,000 トーテックアメニティ株式会社

255 物品 第３８号　ひとり親家庭支援事業支援物資購入 子育て政策課 特命随契 999,000 甲賀農業協同組合

256 物品 第５６号　甲賀市水口医療介護センター公営企業会計システム購入 水口医療介護センター 特命随契 1,204,500 株式会社フューチャーイン関西支店

257 物品 第６０号　「まっぷる甲賀」購入 観光企画推進課 特命随契 1,705,000 株式会社コギト
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① 土地 （保育園）

所在地 面  積（㎡） 地目 相手方 取得日等

甲南町深川字半蔵垣外 274.60 宅地 R3.9

甲南町深川字半蔵垣外 △ 1,431.99 宅地 R3.9

水口町新城字北沢 △ 967.00 宅地 R4.3

水口町新城字北沢 △ 238.00 宅地 R4.3

水口町新城字北沢 △ 496.00 宅地 R4.3

水口町新城字北沢 △ 333.00 宅地 R4.3

水口町新城字北沢 △ 827.00 宅地 R4.3

水口町本町一丁目 △ 29,728.28 宅地 R4.3

水口町本町一丁目 △ 274.00 宅地 R4.3

水口町本町一丁目 △ 247.93 宅地 R4.3

水口町本町一丁目 △ 919.00 宅地 R4.3

水口町本町一丁目 △ 0.92 宅地 R4.3

△ 35,188.52

② 土地 （学校）

所在地 面  積（㎡） 地目 相手方 取得日等

土山町鮎河字モタレ △ 519.82 宅地 R3.5

土山町鮎河字モタレ △ 218.18 宅地 R3.5

△ 738.00

③ 土地 （保健センター）

所在地 面  積（㎡） 地目 相手方 取得日等

甲南町葛木字宇田 △ 1,518.30 宅地 R3.5

△ 1,518.30

④ 土地 （公園）

所在地 面  積（㎡） 地目 相手方 取得日等

信楽町柞原字北垣外 △ 555.00 雑種地 R4.3

信楽町柞原字北垣外 △ 565.00 雑種地 R4.3

信楽町柞原字北垣外 △ 416.00 雑種地 R4.3

甲南町葛木字宇田 1,518.30 宅地 R3.5

△ 17.70

⑤ 土地 (その他）

所在地 面  積（㎡） 地目 相手方 取得日等

甲賀町鹿深台 △ 314.17 宅地 R3.7

甲賀町鹿深台 △ 315.13 宅地 R3.6

甲賀町鹿深台 △ 316.73 宅地 R3.12

甲賀町鹿深台 △ 351.59 宅地 R3.10

甲賀町鹿深台 △ 299.45 宅地 R4.1

甲賀町上野字柧ノ木 △ 76.00 宅地 R3.4

甲賀町上野字柧ノ木 △ 62.00 宅地 R3.4

甲賀町上野字柧ノ木 △ 13.00 宅地 R3.4

甲賀町上野字柧ノ木 76.00 宅地 R3.4

甲賀町上野字柧ノ木 62.00 宅地 R3.4

甲賀町上野字柧ノ木 13.00 宅地 R3.4

甲賀町上野字柧ノ木 △ 76.00 宅地 R3.4

甲賀町上野字柧ノ木 △ 62.00 宅地 R3.4

甲賀町上野字柧ノ木 △ 13.00 宅地 R3.4

水口町名坂字西縄手 △ 1,765.03 宅地 R3.4

甲賀町大原市場字別府 △ 333.22 宅地 R3.4

信楽町江田字小麦生 △ 991.00 宅地 R3.4

信楽町江田字小麦生 △ 496.00 宅地 R3.4

信楽町江田字小麦生 496.00 宅地 R3.4

△ 4,837.32

売却のため普通財産へ

売却のため普通財産へ

旧上野教育集会所隣接公園

旧上野教育集会所隣接公園

旧上野教育集会所隣接公園

行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

信楽子育て支援センター 名称変更（子育て支援センター→信楽児童クラブ）

行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

岩上保育園

水口東保育園

水口東保育園

水口東保育園

水口東保育園

水口東保育園

目                     的

鮎河教員住宅敷地 行財→普財　教育総務課→管財課

計

計

旧上野教育集会所隣接公園

計

1402より分筆

1440-3より分筆

1442-2より分筆

岩上保育園

岩上保育園

計

公園（柞原草の根広場） 無償譲与のため普通財産へ

行政財産→普通財産

鮎河教員住宅敷地 行財→普財　教育総務課→管財課

公園（柞原草の根広場） 無償譲与のため普通財産へ

備　考

目                     的 備　考

甲南保健センター 用途廃止→公園へ

計

目                     的 備　考

【令和3年(4月～3月末)中の増減調書】

目                     的 備　考

旧甲南北保育園敷地 合筆して面積修正（測量による）

岩上保育園

岩上保育園

旧甲南北保育園敷地 合筆後保育幼稚園課→管財課

財産に関する増減調書

目                     的 備　考

鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地） 売却のため普通財産へ

鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地） 売却のため普通財産へ

油日駅前駐車場

油日駅前駐車場

油日駅前駐車場

分筆により面積減少158→82　1391-2へ合筆

信楽子育て支援センター 行政財産→普通財産

旧上野教育集会所隣接公園

鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地）

公園（柞原草の根広場） 無償譲与のため普通財産へ

分筆により面積減少175→113　1391-2へ合筆

分筆により面積減少38→25　1391-2へ合筆

旧上野教育集会所隣接公園

ワークプラザ水口

Kafukaマイスター館

行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

甲南保健センター 保健センター→公園へ

売却のため普通財産へ

鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地）

鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地）

信楽児童クラブ 名称変更（子育て支援センター→信楽児童クラブ）

令和４年９月定例会 予算決算常任委員会資料

関連議案番号：議案第４１号

所管課名 ：総務部 管財課
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⑥ 土地 （普通財産）

所在地 面  積（㎡） 地目 相手方 取得日等

水口町伴中山字平尾 670.00 田 R4.2

水口町伴中山字平尾 521.00 田 R4.2

水口町伴中山字平尾 676.35 田 R4.2

水口町伴中山字平尾 1,321.63 田 R4.2

水口町伴中山字平尾 33.14 田 R4.2

水口町伴中山字平尾 192.88 田 R4.2

水口町伴中山字平尾 11.98 用悪水路 R4.3

水口町伴中山字平尾 △ 1.47 用悪水路 R4.3

水口町伴中山字平尾 △ 16.51 用悪水路 R4.3

水口町伴中山字平尾 △ 1.98 用悪水路 R4.3

水口町伴中山字平尾 △ 0.66 用悪水路 R4.3

信楽町宮町字西出 2,938.00 田 R3.8

水口町貴生川四丁目 181.21 宅地 R3.4

水口町新城字立石 436.36 宅地 R3.8

信楽町柞原字北垣外 555.00 雑種地 R4.3

信楽町柞原字北垣外 565.00 雑種地 R4.3

信楽町柞原字北垣外 416.00 雑種地 R4.3

信楽町柞原字北垣外 △ 555.00 雑種地 柞原区 R4.3

信楽町柞原字北垣外 △ 565.00 雑種地 柞原区 R4.3

信楽町柞原字北垣外 △ 416.00 雑種地 柞原区 R4.3

水口町本綾野 115.40 宅地 R4.3

水口町本綾野 44.71 雑種地 R4.3

水口町本綾野 △ 625.65 宅地 R4.3

水口町本綾野 △ 78.73 雑種地 R4.3

水口町本綾野 △ 0.73 雑種地 R4.3

甲賀町鹿深台 314.17 宅地 R3.7

甲賀町鹿深台 315.13 宅地 R3.6

甲賀町鹿深台 316.73 宅地 R3.12

甲賀町鹿深台 351.59 宅地 R3.10

甲賀町鹿深台 299.45 宅地 R4.1

甲賀町鹿深台 △ 314.17 宅地 R3.7

甲賀町鹿深台 △ 315.13 宅地 R3.6

甲賀町鹿深台 △ 316.73 宅地 R3.12

甲賀町鹿深台 △ 351.59 宅地 R3.10

甲賀町鹿深台 △ 299.45 宅地 R4.1

土山町鮎河字モタレ 519.82 宅地 R3.5

土山町鮎河字モタレ 218.18 宅地 R3.5

甲南町深川字半蔵垣外 1,431.99 宅地 R3.9

水口町新城字北沢 967.00 宅地 R4.3

水口町新城字北沢 238.00 宅地 R4.3

水口町新城字北沢 496.00 宅地 R4.3

水口町新城字北沢 333.00 宅地 R4.3

水口町新城字北沢 827.00 宅地 R4.3

水口町本町一丁目 29,728.28 宅地 R4.3

水口町本町一丁目 274.00 宅地 R4.3

水口町本町一丁目 247.93 宅地 R4.3

水口町本町一丁目 919.00 宅地 R4.3

水口町本町一丁目 0.92 宅地 R4.3

水口町水口字宮ノ下 △ 2,429.76 宅地 R3.4

甲賀町上野字柧ノ木 △ 88.00 宅地 R3.4

甲賀町上野字柧ノ木 88.00 宅地 R3.4

甲賀町上野字柧ノ木 151.00 宅地 R3.4

甲賀町上野字柧ノ木 48.00 公園 R3.4

甲賀町上野字柧ノ木 △ 287.00 畑 R4.3

信楽町江田字小麦生 991.00 宅地 R3.4

水口町名坂字西縄手 1,765.03 宅地 R3.4

甲賀町大原市場字別府 333.22 宅地 R4.2

43,189.54

⑦ 土地 （山林）

所在地 面  積（㎡） 地目 相手方 取得日等

信楽町江田字猪ノ谷 △ 92,504.00 山林 江田区 R3.4

△ 92,504.00

⑧ 建物 （公営住宅）・・木造

所在地 延床面積（㎡） 種類 相手方 処分日

水口町新城字立石 △ 31.00 木造平屋 R4.2

水口町新城字立石 △ 31.00 木造平屋 R4.2

△ 62.00

売却のため普通財産へ鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地）

旧警察官舎敷地 地役権設定のため分筆→売却

鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地） 売却のため普通財産へ

旧警察官舎敷地 面積修正（測量により）

旧警察官舎敷地 里道分（1953に合筆）

旧警察官舎敷地 地役権設定のため分筆→売却

市営住宅立石団地集会所用地 フルサト工業株式会社より寄付

旧警察官舎敷地

岩上保育園 行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

岩上保育園 行政財産→普通財産

岩上保育園 行政財産→普通財産

岩上保育園

地役権設定のため分筆→売却

目                     的 備　考

鮎河教員住宅敷地

鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地） 売却

鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地） 売却

鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地） 売却

鮎河教員住宅敷地 行財→普財　教育総務課→管財課

鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地） 売却のため普通財産へ

鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地） 売却のため普通財産へ

鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地） 売却のため普通財産へ

目                     的 備　考

山林 江田区へ無償譲与

備　考

市営住宅立石団地

水口東保育園 行政財産→普通財産

水口城南駅前広場・城南派出所 建設管理課へ移管に伴う面積修正

水口東保育園 行政財産→普通財産

水口東保育園 行政財産→普通財産

旧上野教育集会所隣接公園 1442-2より分筆

計

解体

計

市営住宅立石団地

行政財産→普通財産

水口東保育園 行政財産→普通財産

水口東保育園

旧上野教育集会所敷地 分筆により面積減少567→479　1391-2へ合筆

解体

鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地）

鹿深台分譲地（油日ニュータウン分譲地）

旧上野教育集会所隣接公園

計

行財→普財　教育総務課→管財課

旧甲南北保育園敷地 合筆後保育幼稚園課→管財課

旧上野教育集会所隣接公園

旧上野教育集会所隣接公園

行政財産→普通財産

1402-4 、1440-4、1441-3を合筆

面積修正（測量により）

上野区へ無償譲与

目                     的

岩上保育園

伴谷統合認定こども園整備事業 買収

伴谷統合認定こども園整備事業 買収

伴谷統合認定こども園整備事業　関連 保育幼稚園課→農村整備課　所管替え

公園（柞原草の根広場） 柞原区へ無償譲与

公園（柞原草の根広場） 柞原区へ無償譲与

公園（柞原草の根広場） 柞原区へ無償譲与

史跡紫香楽宮跡史跡公園整備用地 黄瀬梅子より寄付

西内貴土地区画整理事業（集会所用地） 貴生川西内貴土地区画整理組合より寄付

公園（柞原草の根広場） 無償譲与のため普通財産へ

公園（柞原草の根広場） 無償譲与のため普通財産へ

伴谷統合認定こども園整備事業 買収

買収

伴谷統合認定こども園整備事業　関連 保育幼稚園課→農村整備課　所管替え

伴谷統合認定こども園整備事業　関連

無償譲与のため普通財産へ

伴谷統合認定こども園整備事業

保育幼稚園課→農村整備課　所管替え

伴谷統合認定こども園整備事業　関連 保育幼稚園課→農村整備課　所管替え

伴谷統合認定こども園整備事業 買収

伴谷統合認定こども園整備事業 買収

伴谷統合認定こども園整備事業　関連 農村整備課→保育幼稚園課　所管替え

信楽子育て支援センター 行政財産→普通財産

ワークプラザ水口

Kafukaマイスター館

行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

売却

売却

公園（柞原草の根広場）
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⑨ 建物 （その他）・・木造

所在地 延床面積（㎡） 種類 相手方 処分日

土山町鮎河字モタレ △ 80.00 木造 R3.2

甲賀町大原市場字別府 △ 368.33 木造 R4.2 解体

△ 448.33

➉ 建物 （普通財産）・・木造

所在地 延床面積（㎡） 種類 相手方 処分日

土山町鮎河字モタレ 80.00 木造 R3.2

甲賀町上野字柧ノ木 △ 136.00 木造 R4.2

△ 56.00

⑪ 建物 (庁舎）・・非木造

所在地 面  積（㎡） 種類 相手方 取得日等

甲南町野田字下浦 △ 298.29 鉄筋コンクリート造3階建 R3.4

甲南町野田字下浦 △ 1,831.59 鉄筋コンクリート造3階建 R3.4

△ 2,129.88

⑫ 建物 （保育園）・・非木造

所在地 延床面積（㎡） 種類 相手方 処分日

水口町新城字北沢 △ 695.00 鉄骨造 R4.3

水口町本町一丁目 △ 813.59 鉄骨造 R4.3

△ 1,508.59

⑬ 建物 （保健センター）・・非木造

所在地 延床面積（㎡） 種類 相手方 処分日

甲南町葛木字宇田 △ 683.00 鉄骨造 R3.7

甲南町野田字下浦 298.29 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建 R3.4

信楽町長野字中林 112.75 鉄骨造 R3.4

△ 271.96

⑭ 建物 （開発センター）・・非木造

所在地 延床面積（㎡） 種類 相手方 処分日

土山町北土山字堂ノ西 △ 1,315.00 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ R3.12

土山町北土山字堂ノ西 585.33 鉄骨造平屋建 R3.12

信楽町長野字中林 △ 112.75 鉄骨造 R3.4

信楽町長野字中林 △ 290.44 鉄骨造 R3.4

信楽町長野字中林 △ 150.29 鉄骨造 R3.4

△ 1,283.15

⑮ 建物 （福祉施設）・・非木造

所在地 延床面積（㎡） 種類 相手方 処分日

水口町宇川字上川原 △ 1,056.00 鉄骨造 R3.4

甲南町葛木字藤垣 △ 293.18 鉄骨造 R3.4

△ 1,349.18

⑯ 建物 （その他の施設）・・非木造

所在地 延床面積（㎡） 種類 相手方 処分日

信楽町江田字小麦生 △ 127.00 鉄骨造平屋建 R3.4

信楽町江田字小麦生 127.00 鉄骨造平屋建 R3.4

甲南町野田字下浦 1,831.59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建 R3.4

水口町本町二丁目 △ 6.67 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 R4.2

信楽町長野字中林 290.44 鉄骨造 R3.4

信楽町長野字中林 150.29 鉄骨造 R3.4

水口町牛飼 13.44 軽量鉄骨造 R3.4

水口町名坂字西縄手 △ 552.97 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 R3.4

信楽町江田字小麦生 △ 262.64 軽量鉄骨造 R3.9

1,463.48

⑰ 建物 （普通財産）・・非木造

所在地 延床面積（㎡） 種類 相手方 処分日

水口町宇川字上川原 1,056.00 鉄骨造 R3.4

水口町宇川字上川原 △ 1,056.00 鉄骨造 R3.4

水口町名坂字西縄手 552.97 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 R3.4

水口町名坂字西縄手 △ 552.97 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 R3.4

水口町新城字北沢 695.00 鉄骨造 R4.3

水口町本町一丁目 813.59 鉄骨造 R4.3

甲南町葛木字藤垣 293.18 鉄骨造 R3.4

1,801.77

飯道山登山道トイレ 面積修正

信楽子育て支援センター

信楽適応指導教室

機能移転（信楽開発センターから）

機能移転（信楽開発センターから）

機能移転（信楽子育て支援センターへ）

機能移転（信楽適応指導教室へ）

水口デイサービスセンター

信楽多世代交流センター 長寿福祉課→子育て政策課　所管替え

児童発達支援センターつみき

坂町駐車場便所 解体

計

目                     的 備　考

信楽多世代交流センター 長寿福祉課→子育て政策課　所管替え

甲南シルバー人材センターワークプラザ 行政財産→普通財産

目                     的 備　考

シルバー人材センター

計

目                     的 備　考

岩上保育園 行政財産→普通財産

計

水口東保育園 行政財産→普通財産

甲南シルバー人材センターワークプラザ 行政財産→普通財産

シルバー人材センター

シルバー人材センター

行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

譲与

譲与

甲南保健センター

計

機能移転（信楽開発センターから）

目                     的 備　考

土山開発センター

計

土山開発センター

信楽開発センター

信楽開発センター

信楽開発センター

機能移転（信楽保健センターへ）

信楽保健センター

計

目                     的 備　考

岩上保育園 行政財産→普通財産

水口東保育園

Kafukaマイスター館

計

目                     的 備　考

鮎河教員住宅 行政財産→普通財産

計

甲南地域市民センター 機能移転（甲南保健センターへ）

目                     的 備　考

甲南地域市民センター 機能移転（児童発達支援センターつみきへ）

目                     的 備　考

鮎河教員住宅 行政財産→普通財産

解体

計

機能移転（甲南地域市民センターから）

旧上野教育集会所

目                     的 備　考

行政財産→普通財産

行政財産→普通財産

水口デイサービスセンター

水口デイサービスセンター

行政財産→普通財産

教員住宅（江田） 解体

甲南保健センター 機能移転（甲南地域市民センターから）

解体

解体

新築
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○令和３年度　土地貸付建物収入一覧

No. 地域 土　地　の　所　在 賃　　貸　　用　　途 貸付相手方 賃借の始期
貸付面積

（㎡）
令和３年度
貸付料（円）

賃貸借料
積算基礎

備　　　　　　　　　　　　考

1 全域 市内一円 甲賀警察署各駐在所、交番等用地 滋賀県甲賀警察署 7,031 4,078,580 路線価等を基に算出

水口（6箇所）、土山（１箇
所）、甲賀（３箇所）、甲南
（１箇所）、信楽（３箇所）

2 全域 市内一円 認定電気通信線路設備設置用地
西日本電信電話株式会社
滋賀支店

－ 34,200 路線価等を基に算出
本柱、支線柱、支線、支
柱、管路（自動更新）

3 水口町 本町３丁目２３６６番１号 甲賀公共職業安定所庁舎敷地 滋賀労働局総務部長 1,000 356,001 路線価等を基に算出 単年度契約

4 水口町 水口字波濤ヶ平６７４３番１外１１筆
滋賀県農業技術振興センター茶業指導所敷
地

滋賀県知事 51,776 426,245 定額 自動更新

5 水口町 宇川字下川原１４２６番２０外１筆 社員駐車場 葵機械工業株式会社 H25.4.1 284 142,135 定額 自動更新

6 水口町 八光４３０９番　 保護者用駐車場
学校法人近江聖書学園水口幼
稚園、有限会社イシオカ楽器

468 420,026 定額 自動更新

7 水口町 本町３丁目２４３３番７ 資材置場 松井　勉 S53.4.1 110 12,333 定額 R3.7.31解約

8 水口町 さつきが丘２３番１ 社員駐車場 川村商事株式会社 H18.5.1 300 46,500 定額 自動更新

9 水口町 八光３６５４番１ 第１４区公民館前駐車場 第１４区長 S50.9.1 189 60,000 定額 自動更新

10 水口町 宇川１３０７番地３ ベルトコンベアー設置用地 株式会社北斗製作所 S60.5.1 21 5,000 定額 自動更新

11 水口町 貴生川６３８番２ LPガスボンベ設置用地 甲賀協同ガス株式会社 H5.4.1 35 4,700 定額 自動更新

12 水口町 北内貴字中矢田野３４５－２隣接町有地 北内貴地先店舗用通路 山内　次夫 H1.12.1 53 10,600 定額
隣接市有地（水口町名義）
自動更新

13 水口町 京町３３０３番 重油等燃料搬入路 坂口　ひとみ S60.7.1 40 14,400 定額 自動更新

14 水口町 京町３３０３番 店舗敷地 古武家　義敬 S60.7.1 141 53,500 定額
自動更新、都市計画街路
大岡寺線

15 水口町 宇川１５１７番４外1筆 駐車場 宇川中小企業団地自治会 S57.4.1 1,874 30,000 定額 自動更新

16 水口町 山字赤禿３７０８番地外４筆 赤禿牧草地 甲賀農業協同組合 S43.4.1 169,372 150,000 定額 自動更新

17 水口町 宇川１４３９番１２ 資材置場 阪神容器株式会社 S56.2.1 280 60,000 定額 自動更新

18 水口町 笹が丘１－５０ 笹が丘駐車場
ビレッジハウス・マネジメント
株式会社

R1.10.1 460 662,400 定額 単年度契約

19 水口町 水口字コソベ５９１０番３外９筆 商業施設用地 株式会社コメリ H25.4.1 899 1,843,246 定額 自動更新

令和４年９月定例会 予算決算常任委員会資料

関連議案番号：議案第４１号

所管課名 ：総務部 管財課
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No. 地域 土　地　の　所　在 賃　　貸　　用　　途 貸付相手方 賃借の始期
貸付面積

（㎡）
令和３年度
貸付料（円）

賃貸借料
積算基礎

備　　　　　　　　　　　　考

20 水口町 宇川字下川原１４２６番地 敷地内通路 葵機械工業株式会社 H25.4.1 17 10,091 定額 自動更新

21 水口町 宇川字下川原１４２６番地の一部 敷地内通路 葵機械工業株式会社 H25.4.1 83 49,926 定額 自動更新

22 水口町 水口字下真海６３８２番１ 乗馬事業用地 株式会社水口スポーツセンター H8.1.17 17,266 1,530,630 定額 自動更新

23 水口町 水口６３８６番４ 剪定葉枝チップリサイクル事業用地 （社）甲賀市シルバー人材センター H12.4.1 1,285 173,729 定額 自動更新

24 土山町 北土山字針ノ木原１７３７番 甲賀市商工会土山支所敷地 甲賀市商工会 H25.4.1 558 43,000 定額 自動更新

25 土山町 北土山字岩井谷３６１番１外５筆 滋賀中央森林組合事務所用地等 滋賀中央森林組合 S55 7,174 971,000 定額 自動更新

26 土山町 徳原字西之野５６７番８の一部 医院及び調剤薬局案内板設置用地 医療法人川端医院 H25.11.1 4 3,400 定額 H26以降　年額3,400円

27 土山町 野上野８３０番７４７ 畑 上野　三郎 H15.4.1 60 6,000 定額 自動更新

28 土山町 大野２１５４番 大野郵便局舎 土山大野郵便局 S58.4.1 235 79,980 定額 自動更新

29 土山町 大河原字北垣外１０８７番
土山町大河原デジタルテレビ
中継基地局用地

日本放送協会大津放送局 H6.1.25 10 2,726 定額 自動更新

30 土山町 北土山字馬瀬口１０２１番２ 馬瀬口駐車場 岡田　有香 H29.4.1 15 30,000 定額 １２号地

31 土山町 北土山字馬瀬口１０２１番２ 馬瀬口駐車場 伊東　勲 H29.4.1 15 30,000 定額 ３号地

32 土山町 北土山字馬瀬口１０２１番２ 馬瀬口駐車場 安井　活彦 H29.4.1 15 30,000 定額 ９号地

33 土山町 北土山字馬瀬口１０２１番２ 馬瀬口駐車場 山本　良知 H29.4.1 15 30,000 定額 １１号地

34 土山町 北土山１６０１番２
甲賀市コミュニティバス事業営業所
　　【建物含む】

株式会社シガ・エージェントシステム H28.4.1 1,257 702,327 路線価等を基に算出 自動更新

35 甲南町 寺庄字上川原１１０６番地 寺庄区駐車場 寺庄区 H30.4.1 595 105,000 定額
寺庄区からの使用台数報告に
基づき請求（自動更新）

36 甲賀町 神保字南谷５３番１７ 携帯電話無線基地局 株式会社　NTTドコモ H31.4.1 30 33,000 定額 自動更新

37 甲賀町 上野１４１８番１ 上野商店街駐車場（西町） 上野区長 H10.4.1 354 18,000 定額 自動更新

38 甲賀町 鳥居野字中山谷１２１番１２ バイエル薬品株式会社広告塔設置用地 バイエル薬品株式会社滋賀工場 H19.4.1 6 7,700 定額 自動更新

39 甲賀町 隠岐字霜田２６９４番３外１筆 職員駐車場
株式会社
アルサスエンジニアリング

H19.5.1 301 93,999 定額 自動更新

40 甲南町 柑子字御所２００２番４５ 携帯電話・自動車電話基地局設備用地 株式会社NTTドコモ H20.6.1 60 84,000 定額 自動更新

41 甲南町 深川字東口２４番１ 次世代携帯電話無線基地局敷地
ソフトバンクモバイル
株式会社

H18.6.30 67 73,700 定額 自動更新

42 甲南町 杉谷字柏ヶ辻３７４８番地 携帯電話基地局用地 株式会社NTTドコモ H26.4.1 7 100 定額 自動更新
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No. 地域 土　地　の　所　在 賃　　貸　　用　　途 貸付相手方 賃借の始期
貸付面積

（㎡）
令和３年度
貸付料（円）

賃貸借料
積算基礎

備　　　　　　　　　　　　考

43 甲南町 葛木字藤垣８７７番地の一部 携帯電話基地局用地 ＫＤＤＩ株式会社 H26.4.1 30 14,692 定額 自動更新

44 甲南町 柑子２００２番５１の一部 駐車場用地 株式会社ツチヨシ・マテック H26.3.1 500 312,000 定額 自動更新

45 甲南町 柑子２００２番５１の一部 駐車場用地
株式会社
ヤマカツエンジニアリング

H26.5.1 822 512,928 定額 自動更新

46 甲南町 野尻字川添１２７４－１ 竹炭づくり活動用地 花水木 H15.4.1 108 7,989 定額 自動更新

47 甲南町 深川字池の尻１０１番地１ 駐車場 佐々木　忠義 H30.12.13 30 60,000 定額 自動更新

48 信楽町 下朝宮字平尾１１７９番外１ 電線路敷地
関西電力送配電株式会社
滋賀支社

H3.12.16 383 13,405 定額 自動更新

49 信楽町 牧字ダラガイ８５１番１の一部 郵便局屋外掲示板等の設置、駐車場、通路 日本郵便株式会社 35 24,025 定額 自動更新

50 信楽町 神山１３８８番 携帯電話・自動車電話基地局 株式会社NTTドコモ H17.5.1 30 33,000 定額 自動更新

51 信楽町 長野１番３ 放送設備用地　受信所用地 日本放送協会大津放送局 S43.1.20 159 2,691 定額 自動更新

52 信楽町 長野１番３ 放送設備用地 びわ湖放送株式会社 S48.1.20 159 2,691 定額 自動更新

53 水口町 名坂字前台４１１番１０　外５筆 駐車場用地
水口センチュリーホテル
株式会社

H31.4.1 1,223 479,187 定額 自動更新

54 土山町 南土山甲６６番１９の一部 農地利用 立岡　信雄 H22.4.1 60 36,972 定額 自動更新、貸付料は一定

55 水口町 梅が丘４３７２番１ 城南町ガス設備設置用地 甲賀協同ガス　株式会社 H5.11.1 21 3,600 定額 自動更新、貸付料は一定

56 水口町 八坂２３５８番３ 組合事務所　　【建物含む】 水口たばこ商業協同組合 H8.4.1 72 303,000 定額 土地、建物、自動更新

57 水口町 水口字波濤ヶ平６７８９番３　外２筆 牧草用地 山下　純一 S50.4.1 2,444 2,444 定額 自動更新　標準小作料

58 水口町 宇田字花池１１１４番 農地利用 山川　正男 H23.4.1 87 869 定額 自動更新　標準小作料

59 水口町 北脇字花池２１３３番１ 農地利用 田中　治広 H23.4.1 483 4,016 定額 自動更新　標準小作料

60 水口町 北脇字藤木２２０４番３ 農地利用 柏木　幸夫 H23.4.1 53 380 定額 自動更新　標準小作料

61 水口町 宇田字花池１１１４番 農地利用 有限会社るシオールファーム H30.1.1 3,173 22,188 定額 自動更新　標準小作料

62 水口町 水口字小久保５８８６番１　外６筆 農地利用 瀧井　和雄 H23.4.1 3,284 14,894 定額 自動更新　標準小作料

63 水口町 林口字下細田７０２番２ 農地利用 有限会社るシオールファーム H29.4.1 1,127 9,372 定額
官庁街代替用地
自動更新

64 水口町
鹿深４８９６番３６、４８９６番３８
４８６９番３９

職員駐車場、事務所　　【建物含む】 滋賀中央森林組合 H28.4.1 593 896,000 定額 自動更新

65 土山町 北土山字大門垣外２１２７番地外２筆 愛宕駐車場 愛宕管理組合 H15.7.1 826 108,000 定額 自動更新、貸付料は一定
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No. 地域 土　地　の　所　在 賃　　貸　　用　　途 貸付相手方 賃借の始期
貸付面積

（㎡）
令和３年度
貸付料（円）

賃貸借料
積算基礎

備　　　　　　　　　　　　考

66 土山町 南土山字堂垣外甲６４７ 南土山駐車場 北村　仁子 H29.4.1 10 2,000 定額
１１号地（軽自動車区画）
R3.4.30解約

67 土山町 南土山字堂垣外甲６４７ 南土山駐車場 北村　温子 R2.3.10 10 24,000 定額 １６号地（軽自動車区画）

68 水口町 八坂２－１８ 事務所　　【建物含む】 公益社団法人水口青年会議所 R1.8.1 110 173,500 路線価等を基に算出 単年度契約

69 水口町 八坂２－１８ 事務局　　【建物含む】
特定非営利活動法人
わくわくキッズ

H31.4.1 97 149,800 路線価等を基に算出 単年度契約

70 水口町 本町３丁目２４３３－６の一部 工事車両の駐車場 株式会社みずほ R3.10.1 55 27,912 路線価等を基に算出 R4.2.28 満了

71 甲賀町 相模字奥狭間９７番３　外５筆 グラウンド用地 学校法人ルネス学園ルネス紅
葉スポーツ柔整専門学校

R3.4.1 27,494 135,200 定額 10年契約　自動更新

72 甲賀町 相模字山添１８８番地１の一部　外２筆 職員駐車場
社会福祉法人
甲賀市社会福祉協議会

R3.3.22 40 120,000 定額 自動更新

73 土山町 北土山字大門垣外２１２７番地 外２筆 職員駐車場
社会福祉法人
甲賀市社会福祉協議会

R3.3.15 413 108,000 定額 自動更新

74 土山町 北土山２９３７－１の一部　外２筆 上水道工事のための資材置場 株式会社清水コンテック R3.9.1 1,400 119,980 路線価等を基に算出 R3.10.31 満了

75 水口町 水口６２２１－１０のうち 重機置場及び仮設トイレ 辻寅建設株式会社 R3.4.1 143 56,052 路線価等を基に算出 R3.5.31　満了

76 土山町 北土山字馬瀬口１０２１－２ 馬瀬口駐車場 福井　勝 R3.4.1 15 30,000 定額 ７号地

77 土山町 南土山字堂垣外甲６４７ 南土山駐車場 北村　飛行 R3.4.1 15 30,000 定額 ８号地

78 土山町 南土山字堂垣外甲６４７ 南土山駐車場 北村　仁子 R3.5.1 15 27,500 定額 １０号地

79 水口町 水口６２２１－１０のうち 中央雨水幹線整備工事の土場 信楽産業株式会社 R3.12.6 167 128,651 路線価等を基に算出 R4.3.31 満了

80 甲賀町 相模１７３番地４の一部 工事用車輛の駐車場 山本建築 R4.2.20 12 1,341 路線価等を基に算出 R4.3.31 満了

81 水口町 水口５６０９番地 IOT通信用無線設備
ソニーネットワークコミュニケー
ションズ株式会社

R2.12.21 7 8,000 定額 R4.3.31 解約

計 　 309,467 16,524,453
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NO 所属名 事業名 金額(円) 場所 地目 借受面積(㎡) 契約期間 債権者名 摘要

1 危機管理課 消防施設整備事業 1,849,157 信楽町長野1306-6 宅地 6,122 H29.4.1～R4.3.31　自動１年更新 長野区自治会 甲賀広域行政組合消防本部信楽消防署

2 危機管理課 消防施設整備事業 59,508 信楽町長野660-1 雑種地 753 H31.4.1～R4.3.31 上田　宗寿 信楽町長野防火水槽用地

3 政策推進課 コミュニティ施設管理運営経費 443,232 水口町伴中山3740 田 1,368 H25.8.1～R15.7.31 喜多　洋一 水口交流センター

4 政策推進課 コミュニティ施設管理運営経費 255,234 水口町伴中山3735-1 田 826 H24.11.1～R14.10.31 笠井　康信 水口交流センター

5 政策推進課
（市民活動推進課）

コミュニティ施設管理運営経費 18,000 信楽町柞原354番地2 山林 駐車３区画 R3.4.1～R8.3.31 植西　礼之輔 甲賀市小原地域市民センター駐車場

6 管財課 公有財産維持管理経費 427,750 水口町水口6197-6 宅地 248 R3.4.1～R4.3.31 滋賀県知事 甲賀合同庁舎敷地（駐車場）

7 管財課 公有財産維持管理経費 1,450,000 信楽町長野1142 宅地 905 H31.4.1～R2.3.31  自動１年更新 信楽陶器工業協同組合 甲賀市旧信楽伝統産業会館

8 生活環境課 駐車場・駐輪場管理費 500,000 甲賀町上野1432他2筆 畑 845 R3.4.1～R4.3.31 桑原　弘和 油日駅前駐車場一部

9 生活環境課 不燃廃棄物処理事業 4,000,000 信楽町長野1423-8 保安林
568,043

(内処理場用地
122,700㎡)

H28.4.1～R3.3.31
５年更新

長野区 信楽不燃物処理場

10 人権推進課 地域総合センター等管理運営経費 50,000 甲賀市信楽町西３４９番地６ 山林 128 H30.4.1～H31.3.31　自動１年更新
高橋カーテンウオール工業
株式会社

西教育集会所

11 子育て政策課 放課後児童クラブ支援事業 180,000 甲南町竜法師1218番地 宅地 82 R3.4.1～R4.3.31 上出組長　森島　敏明 甲南なかよし児童クラブ家屋・駐車場

12 子育て政策課 放課後児童クラブ支援事業 105,000 水口町伴中山2370番地1 宅地 125 R3.4.1～R4.3.31 高須接骨院長　高須　英世 伴谷児童クラブ　支援員駐車場

13 保育幼稚園課 私立保育園運営支援事業 860,144 甲南町稗谷2836・2837-1 宅地 2,628 R4.4.1～R7.3.31 宮本　邦雄 甲南のぞみ保育園

14 保育幼稚園課 私立保育園運営支援事業 1,675,776 甲南町稗谷2838・2839 宅地 5,120 R4.4.1～R7.3.31 相続人代表　宮本　邦雄 甲南のぞみ保育園

15 保育幼稚園課 市立保育園管理運営経費 200,000 甲南町寺庄1000・998-3 畑 759 H20.4.1～H21.3.31　自動１年更新 森島　保 甲南東保育園駐車場

16 保育幼稚園課 市立保育園管理運営経費 5,000 水口町八坂2339 境内地 17 H29.4.1～R9.3.31　自動１年更新 １４区　区長 水口西保育園園庭

17 保育幼稚園課 市立保育園管理運営経費 90,000 水口町水口3033-1　他４筆 宅地 192 H24.4.1～R4.3.31 中村　栄作・笑四季酒造 水口東保育園通園路

18 建設管理課 公園管理経費 30,000 土山町青土1-2 山林 10,000 H25.4.1～R5.3.31　自動１０年更新 土山山林財産区管理会 青土ダムエコーバレイ

19 建設管理課 公園管理経費 42,379 土山町青土1-21外20筆 山林 58,935 H31.4.1～R4.3.31　３年更新 滋賀県知事 青土ダムエコーバレイ

20 建設管理課 公園管理経費 990,000 土山町北土山2046-1 山林 3,124 R3.4.1～R5.3.31 増山　茂樹 あいの丘文化公園用地借

21 建設管理課 公園管理経費 100,000 水口町綾野2194-1 保安林 1,350 H13.4.1～H14.3.31　自動１年更新 綾野神社 鎮守の森

22 建設管理課 公園管理経費 501,600 水口町北内貴17,42 ため池 10,032 H16.4.1～H26.3.31以降１０年更新 北内貴農事改良組合 みなくち子どもの森ため池

23 建設管理課 公園管理経費 500,000 水口町北内貴349-1 田 1,666 H27.4.1～H28.3.31　自動１年更新 倉田　幸惠 水口スポーツの森駐車場

24 建設管理課 公園管理経費 1,300,000 水口町北脇184-1外4筆
山林

保安林
17,775 H8.2.1～H8.3.31　自動１年更新 柏木神社 柏木公園

25 建設管理課 公園管理経費 1,000,000 水口町宮の前4649-1,4649-2 山林 9,263 H13.4.1～H14.3.31　自動１年更新 水口神社 水口公園

26 建設管理課 公園管理経費 134,760 水口町北内貴12の一部 山林 500 H18.4.1～H19.3.31　自動１年更新
株式会社
水口スポーツセンター

みなくち子どもの森浄化槽ポンプ用地

27 建設管理課 公園管理経費 1,500,000 水口町水口6377の一部 雑種地 7,852 R1.6.1～R2.3.31　自動１年更新 旧大字水口財産区管理会 野洲川児童公園グラウンドゴルフ場

28 建設管理課 公園管理経費 1,350,000 信楽町柞原20番地の一部 山林 26,457 H31.4.1～R6.3.31 柞原区 信楽運動公園

29 建設管理課 市道維持管理一般経費 15,000 甲南町森尻933 田 137 H23.4.1～JR草津線森尻踏切移設完了まで 中辻　茂二 市道敷（七反田線）

30 建設管理課 市道維持管理一般経費 18,800 土山町大野3513-1 田 94 H23.4.1～H24.3.31 自動１年更新 三日月　喜重郎 土山町今宿緑地

31 建設管理課 市道維持管理一般経費 43,200 土山町大野3514-1 田 216 H23.4.1～H24.3.31 自動１年更新 三日月　初雄 土山町今宿緑地

32 建設管理課 市道維持管理一般経費 166,311 土山町北土山1707-2,1707-4 畑 554 H18.11.17～H19.3.31　自動１年更新 土山　雄悟 土山町モニュメント広場

33 建設管理課 市道維持管理一般経費 842,900 水口町京町3023 宅地 604 H5.12.1～H15.3.31 自動１０年更新
西日本ジェイアールバス
株式会社

新水口宿（本水口地区）

34 建設管理課 市道維持管理一般経費 8,370 水口町京町3326-1 宅地 6 H21.4.1～H31.3.31 自動１０年更新 福田　善吉 問屋場

令　和　３　年　度　　各　所　属　別　土　地　使　用　料　一　覧　表　　　　　

令和４年９月定例会 予算決算常任委員会資料

関連議案番号：議案第４１号

所管課名 ：総務部 管財課
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35 建設管理課 市道維持管理一般経費 63,608 水口町八光3632-1,3635-1 宅地 30 R2.4.1～R12.3.31 自動１０年更新 風岡　郁夫 石橋駅前広場

36 建設管理課 市道維持管理一般経費 120,000 水口町本町三丁目3179 宅地 13 H6.2.1～H10.3.31 自動５年更新 米屋町 三筋の辻広場

37 建設管理課 市道維持管理一般経費 25,254 水口町水口字掛田6083-3の一部 雑種地 6 R3.4.1～R6.3.31 滋賀交通株式会社 新町貴生川幹線歩道用地

38 建設管理課 市道維持管理一般経費 100,000 水口町本丸4095番地6 宅地 740 R1.6.1～R2.3.31　自動１年更新 旧大字水口財産区管理会 本丸ポケットパーク

39 都市計画課 甲南駅周辺整備事業 83,672 甲賀市甲南町深川字才出1649-4 雑種地 116 R3.4.1～R3.9.30
蓮見　昌寛(1/2)
駒井　斉子(1/2)

工事車両進入路

40 都市計画課 甲南駅周辺整備事業 83,672 甲賀市甲南町深川字才出1649-4 雑種地 116 R3.10.1～R4.3.31 西田　元 工事車両進入路、上記土地の地権者変更

41 都市計画課 甲南駅周辺整備事業 94,466 甲賀市甲南町深川字才出1649-7 雑種地 61 R3.4.1～R4.3.31 黄瀬　三朗 工事車両進入路

42 公共交通推進課 交通政策一般経費 120,000 土山町南土山字尾巻甲1122-34 雑種地 駐車１０区画 H20.4.1～H21.3.31　自動１年更新
土山ハイウェイサービス
株式会社

高速バスパーク＆ライド駐車場

43 公共交通推進課 信楽高原鐵道運行事業 360,000 信楽町長野153 田 437 H24.4.1～H25.3.31　自動１年更新 嶋田　浩造 信楽駅公共駐車場

44 公共交通推進課 信楽高原鐵道運行事業 360,000 信楽町長野154-1 田 355 H20.4.1～H24.3.31　自動１年更新 株式会社　トーセー興産 信楽駅公共駐車場

45 公共交通推進課 信楽高原鐵道運行事業 120,000 信楽町牧1-171 雑種地 1,664 H16.4.1～H17.3.31　自動１年更新 鮫ヶ原馬場出水利組合 紫香楽宮跡駅公共駐車場

46 公共交通推進課 信楽高原鐵道運行事業 78,263 水口町ＪＲ１
鉄軌道
用地

879 H25.4.1～H28.3.31　自動１年更新
西日本旅客鉄道株式会社
近畿統括本部長

貴生川駅信楽線０番線

47 公共交通推進課 信楽高原鐵道運行事業 30,000 水口町牛飼2137-7 山林 775 H27.4.1～H28.3.31　自動１年更新 牛飼生産森林組合 信楽線小野谷信号所待避線用地

48 観光企画推進課 観光施設管理運営経費 3,000 甲南町深川市場108-1 宅地 配電盤設置分 H3.4.1～R4.3.31　自動１年更新 深川市場区長 メモリアルパークにかかる配電盤施設用地

49 農村整備課 土地改良施設管理運営経費 13,600 甲賀町五反田字余野及び田猪野 鉄道用地 22 H27.4.1～H30.3.31　自動３年更新
ＪＲ西日本不動産開発
株式会社

甲賀町五反田・田堵野　用水路ＪＲ横断敷地

50 農村整備課 土地改良施設管理運営経費 5,000 信楽町江田948-11 山林 13 H30.4.1～R5.3.31 笠原　富子 城越頭首工操作室

51 農業振興課 農業施設管理運営経費 20,000 信楽町田代２１４ 田 1,057 R3.4.1～R4.3.31　自動１年更新 谷　久克 田代高原の郷ふれあい広場

52 林業振興課 林業施設管理運営経費 100,000
信楽町長野字三代出320-1,355,355-
1

山林 758 H30.12.1～R10.11.30 山尾　政信 愛宕山森林公園内（管理道）

53 林業振興課 林業施設管理運営経費 12,000 信楽町長野字三代出407-1 山林 97 H30.12.1～R10.11.30 今井　利之 愛宕山森林公園内（管理道）

54 林業振興課 林業施設管理運営経費 6,000 信楽町長野字三代出358他 山林 48 H30.12.1～R10.11.30 林田　知親 愛宕山森林公園内（管理道）

55 学校教育課 小学校教育振興事業 30,000 水口町伴中山2022番地1 田 1,014 H30.4.1～R5.3.31 富田　敬一 伴谷小学校学校農園

56 学校教育課 小学校教育振興事業 10,000 甲南町杉谷4348 畑 520 H17.4.1～  必要な期間 望月　政嗣 甲南第二小学校農園

57 学校教育課 小学校教育振興事業 5,000 甲南町野川834-5 畑 132 H28.4.1～  必要な期間 増田　善弘 甲南第三小学校スクール農園

58 学校教育課 小学校教育振興事業 6,000 水口町虫生野23 畑 1,000
H30.4.1～R4.3.31
双方意義なき場合は自動更新

虫生野開拓パイロット
地権者組合長

希望ケ丘小学校農園

59 学校教育課 小学校教育振興事業 20,000 信楽町下朝宮236番地の2 田 250
H26.4.1～R4.3.31
双方意義なき場合は自動更新

服部　二三男 朝宮小学校スクール農園

60 教育総務課 小学校管理運営一般経費 500,000
甲賀市信楽町長野字三代出500番地2
他1筆

学校用地 660
H21.4.1～H22.3.31
双方意義なき場合は自動更新

冨岡　正義 信楽小学校用地

61 教育総務課 小学校管理運営一般経費 80,000 信楽町柞原字寺谷886番の1 原野 1,000 R3.4.1～R4.3.31 上田　康之 小原小学校学習実習園

62 社会教育スポーツ課 文化振興施設管理運営経費 281,477 甲南町竜法師418番地 他１筆 田 1,761 H31.4.1～R4.3.31 岡根　二郎 甲南情報交流センター駐車場

63 社会教育スポーツ課 文化振興施設管理運営経費 132,000 甲賀町小佐治大平2968番地１ 宅地 191 R3.4.1～R8.3.31
甲賀農業協同組合
代表理事組合長 山田　嘉一郎

ひびきの館

64 社会教育スポーツ課 社会体育施設維持管理経費 1,500,000 水口町本丸4101番地2 他4筆
山林、
宅地

1,704 H25.4.1～H26.3.31　自動１年更新 平元　克也 水口体育館駐車場

65 社会教育スポーツ課 社会体育施設維持管理経費 3,300 水口町新城654番地 田 42 H8.5.1～H9.3.31　自動１年更新 秦　俊夫 岩上体育館駐車場

66 社会教育スポーツ課 社会体育施設維持管理経費 200,000 甲南町葛木995番地1 宅地 62 H12.4.1～H22.3.31　自動１０年更新 吹原　睦美 甲南グラウンド排水管用地

67 社会教育スポーツ課 社会体育施設維持管理経費 445,000 甲南町葛木字恵古30番地11 他1筆 雑種地 44,948 必要な期間 葛木生産森林組合 甲南中央運動公園

68 社会教育スポーツ課 社会体育施設維持管理経費 1,221,004 甲南町深川1680番地 他6筆 雑種地 4,689 R3.4.1～R4.3.31 田中　道廣 甲南体育館駐車場

69 社会教育スポーツ課 社会体育施設維持管理経費 440,031 甲南町深川1683番地1 他1筆 雑種地 1,480 R3.4.1～R4.3.31 田中　暢之 甲南体育館駐車場

70 社会教育スポーツ課 社会体育施設維持管理経費 86,952 甲南町深川1687番地 他1筆 雑種地 301 R3.4.1～R4.3.31 山本　日出男 甲南体育館駐車場

71 社会教育スポーツ課 社会体育施設維持管理経費 5,745 甲南町葛木字宇田997番5 畑 7 R3.8.1～R4.3.31　自動１年更新 勝井　幸男 甲南グラウンド排水管用地

72 社会教育スポーツ課 図書館管理運営経費 1,554,000 甲南町深川1768-1 宅地 426 H17.4.1～H18.3.31　自動１年更新 中川　徳弘 甲南図書交流館駐車場

73 社会教育スポーツ課 図書館管理運営経費 278,107 甲南町深川1862 宅地 356 H17.4.1～H18.3.31　自動１年更新
土地管理代表者
仲井　美津子

甲南図書交流館建物敷地
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74 歴史文化財課 史跡等維持管理事務 54,021 信楽町黄瀬3141 田 270 H15.4.1～H31.3.31　自動１年更新 木下　馨他2名 整備用地取得までの暫定的な借地

75 歴史文化財課 史跡等維持管理事務 23,400 信楽町黄瀬3142 田 117 H15.4.1～H31.3.31　自動１年更新 田井中　勲 整備用地取得までの暫定的な借地

76 歴史文化財課 史跡等維持管理事務 229,396 信楽町黄瀬3143 田 1,146 H15.4.1～H31.3.31　自動１年更新 安田　利之 整備用地取得までの暫定的な借地

77 歴史文化財課 史跡等維持管理事務 241,400 信楽町黄瀬3144 田 1,207 H15.4.1～H31.3.31　自動１年更新 大西　進 整備用地取得までの暫定的な借地

78 歴史文化財課 史跡等維持管理事務 115,602 信楽町黄瀬3145 田 578 H15.4.1～H31.3.31　自動１年更新 木下　清和 整備用地取得までの暫定的な借地

79 歴史文化財課 史跡等維持管理事務 62,400 信楽町黄瀬107-1 田 312 H15.4.1～H31.3.31　自動１年更新 福山　章吾 整備用地取得までの暫定的な借地

80 歴史文化財課 史跡等維持管理事務 67,200 信楽町黄瀬108-1 田 336 H15.4.1～H31.3.31　自動１年更新 川口　茂子 整備用地取得までの暫定的な借地

81 歴史文化財課 史跡等維持管理事務 200,000 信楽町黄瀬2975-1 雑種地 1,000 H15.4.1～H31.3.31　自動１年更新 中島　弘子 調査事務所用地

82 歴史文化財課 史跡等維持管理事務 75,000 信楽町宮町641-1 宅地 180 H8.4.1～H31.3.31　自動１年更新 中川　洋伸 調査事務所用地

83 歴史文化財課 史跡等維持管理事務 75,000 信楽町宮町642-2 宅地 221 H10.4.1～H31.3.31　自動１年更新 中川　伊平 調査事務所用地

合　　計 30,452,691
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NO  建物名称　（延べ床面積） 所属名 事業名 金額(円) 場所 地目 借受面積(㎡) 契約期間 債権者名

1
甲賀広域行政組合消防本部信楽消防署
（８２６．７５㎡）

危機管理課 消防施設整備事業 1,849,157 信楽町長野1306-6 宅地 6,122
H29.4.1～R4.3.31
自動１年更新

長野区自治会

2
信楽不燃物処理場
（４９㎡）

生活環境課 不燃廃棄物処理事業 4,000,000 信楽町長野1423-8 保安林
568,043

（内処理場用地
122,700㎡）

H28.4.1～R3.3.31
５年更新

長野区

3
青土ダムエコーバレイ
（４０４㎡）【ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ10棟・研修施設１棟】

建設管理課 公園管理経費 42,379 土山町青土1-21外20筆 山林 58,935
H31.4.1～R4.3.31
３年更新

滋賀県知事

4
甲賀市旧信楽伝統産業会館
（１７６５．５４㎡の一部）

管財課 公有財産管理事務経費 1,450,000 信楽町長野1142 宅地 905
H31.4.1～R2.3.31
自動１年更新

信楽陶器工業協同組合

5 保育幼稚園課 私立保育園運営支援事業 860,144 甲南町稗谷2836・2837-1 宅地 2,628 R4.4.1～R7.3.31 宮本　邦雄

6 保育幼稚園課 私立保育園運営支援事業 1,675,776 甲南町稗谷2838・2839 宅地 5,120 R4.4.1～R7.3.31 相続人代表　宮本　邦雄

7
甲南図書交流館
（２００３．１３㎡の一部）

甲南図書交流館 図書館管理運営経費 278,107 甲南町深川1862 宅地 356
H17.4.1～H18.3.31
自動１年更新

土地管理代表者　仲井　美津子

合　　　計 10,155,563 642,108 

借用地に建築している公共用財産一覧（令和３年度）

甲南のぞみ保育園
（１１１８．５５㎡）

令和４年９月定例会 予算決算常任委員会資料

関連議案番号：議案第４１号

所管課名 ：総務部 管財課
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市税の徴収猶予・収納状況および国民健康保険税の減免について  

 

（１）市税の徴収猶予    

対象 令和３年２月以降の任意の期間（１カ月以上）において、収入が

前年同期に比べて概ね２０％以上減少している方 

 猶 予 許 可 件 数          ９９件（納税義務者数１３人）                    

猶 予 金 額   １６，４３３，４００円 

内訳   固 定 資 産 税 ２２件 １４，６７６，２００円 

令和２年度  ３，２８０，７００円 

                   令和３年度 １１，３９５，５００円 

   国民健康保険税 ６１件    ９６５，７００円 

      令和２年度    ４７６，７００円 

                   令和３年度    ４８９，０００円 

 軽 自 動 車 税  ２件     １２，０００円 

令和２年度      ６，０００円 

                令和３年度         ６，０００円  

個 人 市 民 税 １３件    ６１９，４００円 

      令和２年度    ３７２，８００円 

                   令和３年度    ２４６，６００円 

法 人 市 民 税  １件    １６０，１００円 

                            令和３年度    １６０，１００円  

 （２）国民健康保険税の減免 

     対象 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、 

        または、重篤な傷病を負った世帯、もしくは主たる生計維持者の 

        収入等の減少が前年の収入額の１０分の３以上であり、一定の要 

        件に該当する世帯 

         減 免 許 可 件 数             ３８件 

         減 免 金 額      ６，８７３，１６７円 

          内訳   令和３年度  ６，８７３，１６７円 

令和４年９月定例会 

予算決算常任委員会資料 

関連議案番号：議案第４１号 
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