
委託契約における特命随意契約の結果について

案件名称 契約日 契約の相手方 契約金額（円）
随意契約理由
（根拠法令）

担当部署
（問合せ先）

神戸市営交通事業の経営
に関する助言等業務

H30.4.1
㈱日本総合研究
所

6,912,000

平成27年度に「神戸市営交通事業経営分析（基本分析）業務」（平成27年度）及び
「神戸市営交通事業経営分析（詳細分析）及び助言等業務」（平成28年度）を一括
して企画提案方式により業者選定している。
本業務は上記業務に基づき具体的な検討を行うものであり、当該業務と連続性・継
続性を有するため、平成29年度より当該事業者と随意契約を交わしている。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

総務課
（℡: 322-5977）

神戸市交通局100年史作成
業務

H30.4.1 水山産業㈱ 3,597,120

　左記業者は、平成29年度に100周年記念パンフレットを制作したほか、100年史の
編纂にあたって、これまでの歴史的記述の再編集や新規項目の記載等を行ってきた
企業であり、100年史作成の目的を十分に達成するためには、これまでの編集方
針・編集内容に基づき、引き続き、継続性・一貫性を持って、編纂に当たる必要が
あるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号に該当）

総務課
（℡: 322-5924）

財務会計システムサポー
ト委託

H30.4.1
㈱日立システム
ズ

2,481,840

左記業者は、現在導入されている財務会計システム（天会）の製作会社であり、修
正作業は他業者にはできないため。また、現在のシステム運用と局独自システムの
開発を行っており、技術的にも当業務に精通しており信頼できるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

総務課
（℡: 322-5938）

営業所勤務管理システム
保守業務

H30.4.1
NECネクサソ
リューションズ
㈱

2,424,816

左記業者は、現行システムを開発した日本電気㈱の100％子会社で、平成30年4月1
日より、当該システムにかかる全業務の移管を受けている。また、当該業務は開発
業者の専門的かつ技術的な知識を要するものであり、他業者では履行できないた
め。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

職員課
（℡: 322-5933）

職員健康診断業務（人間
ドック受診者）

H30.4.1
神戸市職員共済
組合

2,510,460
(予定額）

人間ドックを受診する者のほとんどが、共済組合の実施する人間ドックを受診して
おり、職員の健康診断結果を漏れなく把握できるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

職員課
（℡: 322-5931）



委託契約における特命随意契約の結果について

案件名称 契約日 契約の相手方 契約金額（円）
随意契約理由
（根拠法令）

担当部署
（問合せ先）

西神・山手線新造車導入
に伴う誘導障害試験（Ｉ
Ｒ）

H30.5.7
住友電工システ
ムソリューショ
ン㈱

1,117,800

誘導無線（ＩＲ）の地上局設備は住友電工システムソリューション㈱が設計・製作
し、調整している。このため、新造車による誘導無線への誘導障害がどの程度有
り、影響するかは同社による試験方法および判定によるものでしかない。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

電気システム課
（℡：791-9729）

西神・山手線新造車導入
に伴う誘導障害試験（軌
道回路

H30.5.8 大同信号㈱ 8,488,800

軌道回路には商用軌道回路、ATC/TD（自動列車制御装置）があるが、軌道回路は大
同信号㈱が設計・製作し、調整している。このため、新造車による軌道回路への誘
導障害がどの程度有り、影響するかは大同信号㈱による試験方法及び判定によるも
のでしかない。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

電気システム課
（℡：791-9729）

新神戸駅連絡通路デザイ
ン改修に伴うデジタルサ
イネージ設置にかかる委
託業務

H30.4.1
オムロンフィー
ルドエンジニア
リング㈱

1,603,152

デジタルサイネージに必要なサーバー及びソフトウェアの維持管理については専門
的な知識及び技術を必要をするが、当局にはそれを有しない。維持管理について
は、システムを構築した当該業者しか行えず、製造者責任の点からも納入業者以外
行えない。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

施設課
（℡: 322-5962）

設備保守点検業務労働派
遣

H30.4.1
旭化成アミダス
㈱

5,381,000

当該業務は地下鉄の電気・機械設備（主として昇降機関係）の保守点検業務であ
る。当該業務の遂行に際しては、対象設備に関する専門知識とともに、西神・山手
線及び海岸線の各駅に関する専門的知識と経験が必要であり、そうした人材の育成
には多大の時間と費用を必要とする。上記業者は、従前から本件業務を熟知する人
材を有し、その労働者派遣を担当しており、優秀かつ適正に業務を履行している。
現状ではそうした人材を派遣可能な業者が他には見当たらないため、今年度につい
ても当該業者に継続して労働者を派遣させることで、業務の円滑な遂行を図る。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当

施設課
（℡: 322-5962）

神戸市高速鉄道
西神・山手線駅業務

H30.4.1
神戸交通振興
(株)

458,566,920

平成14年度から本市高速鉄道事業の駅業務を受託しており、乗客サービス業務のノ
ウハウの蓄積がある。よって交通振興（株）においても独自に駅業務のノウハウを
養成することができること（及び他鉄道各社においても直営または系列会社が駅業
務をおこなっていること）更に業務知識や技術のノウハウの蓄積を生かした安定し
た駅務サービスの提供が可能である。

駅務統括所
（℡: 791-6043）



委託契約における特命随意契約の結果について

案件名称 契約日 契約の相手方 契約金額（円）
随意契約理由
（根拠法令）

担当部署
（問合せ先）

神戸市高速鉄道
海岸線駅業務

H30.4.1
神戸交通振興
(株)

378,268,920

平成14年度から本市高速鉄道事業の駅業務を受託しており、乗客サービス業務のノ
ウハウの蓄積がある。よって交通振興（株）においても独自に駅業務のノウハウを
養成することができること（及び他鉄道各社においても直営または系列会社が駅業
務をおこなっていること）更に業務知識や技術のノウハウの蓄積を生かした安定し
た駅務サービスの提供が可能である。

駅務統括所
（℡: 791-6043）

駅間ネットワーク保守業
務

H30.4.1
協和テクノロ
ジィズ㈱

6,606,360

左記業者は当初の駅間ネットワーク整備業務やその後の一部更新業務の受託業者
で、ネットワーク装置及び各種端末の整備を行った業者である。よって、定期点検
の実施や、障害時に原因の切り分けを行い復旧対応ができるのは左記業者以外にな
い。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

駅務統括所
（℡: 791-6043）

窓口処理機等保守業 H30.4.1
東芝インフラシ
ステムズ㈱

10,368,864

当業務の保守対象である窓口処理機、改札機監視盤、システム監視盤は「㈱東芝」
製であり、これらの機器の保守については「㈱東芝」より保守マニュアルを開示さ
れている左記保守業者でしか履行できないため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

駅務統括所
（℡: 791-6043）

事業用自動車及び公用車
等点検整備業務

H30.4.1 神戸交通振興㈱ 252,008,000

長年にわたり神戸市バス整備業務を担当し、また技術の継承がなされていることに
より、市バス整備に関する専門的な技術・知識を有しており、整備業務について信
頼性が高く、効率的な整備が可能である。
よって、上記業者であれば当局の期待する品質を維持することが可能である。

市バス車両課
（℡: 992-3333）

名谷車両基地　車両検査
管理装置制作業務

H30.5.31 三菱電機㈱ 62,748,000

車両側のデータ処理は、車両情報制御装置が行う。車両情報制御装置は三菱電機製
で、出力されるデータも三菱電機のみが処理できる形式である。よって新造車両に
対応した車両検査管理装置も、三菱電機のみが製作することができる。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

地下鉄車両課
（℡: 791-6582）



委託契約における特命随意契約の結果について

案件名称 契約日 契約の相手方 契約金額（円）
随意契約理由
（根拠法令）

担当部署
（問合せ先）

西神車庫車両故障等対応
業務

H30.4.1
川重車両テクノ
㈱

33,681,960

本業務は、鉄道車両に関する専門的知識と経験を必要とし、また鉄道事業の運行の
安全に関し特別の注意を払う必要がある。この業務を行うに当たり、当局が所有す
る鉄道車両の設計製造を担当した川崎重工業(株)の車両の保守や修理を請け負う子
会社であり、専門の技術スタッフを有する川重車両テクノ(株)以外では対応できな
いため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

地下鉄車両課
（℡: 793-1306）

神戸市バス情報提供シス
テム保守管理業務

H30.4.1
㈱社会システム
総合研究所

1,620,000
当該事業は左記業者のもつ、独自の技術・ノウハウに基づき、プログラミングやシ
ステム構築が行われているため。
 （地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

営業推進課
（℡: 322-5994）

①バス音声合成放送装置
データ用音録、音源製作
業務
②市バス音声合成放送装
置データ登録・編集作業
用原稿作成業務

H30.4.1 ㈱ｹｲｴﾑｱﾄﾞｼｽﾃﾑ 6,017,450

左記業者は現在使用の音声合成放送装置データの音源､データ編集更新作業に必要
な原稿を作成提供しており､音声合成放送装置が更新される以前は､自ら音声合成放
送装置データを製作･編集更新していた。このため､各系統番号のデータの並びや構
成を熟知しており、放送内容の更新時にも､新たに音録した音源により､業者保有の
編集設備を用いて放送用データ編集更新のための作業用原稿を迅速に作成でき､次
事業者の放送用データ編集更新作業を短期間で終えることを実現させている。ま
た､系統コース毎のバス停間時分を熟知しており､バス停間の放送内容の更新時にも
放送コメントが途切れない最適な音源製作と編集作業用原稿を作成することができ
るため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

営業推進課
（℡：322-5959）

市バス音声合成放送装置
データ製作、
登録、編集業務等

H30.4.1 ㈱小田原機器 7,123,442

左記業者は、現在市バスで使用している音声合成放送装置を製造しており、またそ
の変換・製作用、編集用ソフトを開発・所有している。また、現放送用データの製
作業者でもあり、基本データを製作保有し、その修正・追加等継続作業が容易であ
り、付帯案内の更新や路線変更等にも迅速に対応できるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

営業推進課
（℡: 322-5959）

自動車料金精算業務 H30.4.1 ㈱三井住友銀行 31,094,280

委託先にて、各営業所の料金収入を一括して精算する方が、各営業所において料金
精算事務を実施するより事務及び経費の節減になるため。左記委託先は、料金取扱
業務に関する多くの実績及び人員を有しており、大量の現金等を速やかにかつ効率
的に精算することができる。また、精算後は速やかに公金化する事が必要である事
から、本業務を履行できるのは当局の総括出納取扱機関である左記委託先以外にな
い。
（地公企法施行令第21条の14第1項第2号）

営業推進課
（℡: 322-5946）



委託契約における特命随意契約の結果について

案件名称 契約日 契約の相手方 契約金額（円）
随意契約理由
（根拠法令）

担当部署
（問合せ先）

定期券発売所におけるク
レジットカード決済業務
（JCB,AMEX,Dinersブラン
ド取扱）

H30.4.1
㈱ジェーシー
ビー

11,000,000
JCB,AMEX,Dinersの3ブランドについて、クレジットカード決裁を包括的に取り扱う
ことができるのは、本事業者のみであるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

営業推進課
（℡: 322-5946）

定期券発売所におけるク
レジットカード決済業務
（VISA,MasterCardブラン
ド取扱）

H30.4.1
トヨタファイナ
ンス㈱

28,000,000

当業務は高度な専門的知識が必要であるが、当局はそれを有しないため、平成23年
度に公募を行い、本事業者は最も安価な手数料率を提示した。平成29年度の業務履
行状況も良好であり、引き続き委託先として最適である。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

営業推進課
（℡: 322-5946）

収入統計管理システム保
守作業

H30.4.1
㈱日立システム
ズ

8,773,920
本業者はシステムの開発業者であり、保守業務に必要な技術や経験、知識を有する
唯一の業者であるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

営業推進課
（℡: 322-5946）

収入統計管理システム改
修作業

H30.4.23
㈱日立システム
ズ

21,444,480
業者はシステムの開発業者であり、システム改修業務に必要な技術や経験、知識を
有する唯一の業者であるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

営業推進課
（℡: 322-5946）

自動定期券発行機クレ
ジット決済システム運用
保守業務

H30.4.1
アイテック阪急
阪神㈱

9,201,600
本業者はシステムの開発業者であり、保守運用業務に必要な技術や経験、知識を有
する唯一の業者であるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

営業推進課
（℡: 322-5946）



委託契約における特命随意契約の結果について

案件名称 契約日 契約の相手方 契約金額（円）
随意契約理由
（根拠法令）

担当部署
（問合せ先）

乗車券及びカード発売、
忘れ物取扱所運営等業務

H30.4.1 神戸交通振興㈱ 107,546,470

料金や路線等に関して、お客様に対し十分な説明を尽くしていくためには、他社鉄
道・バスとの連絡運輸や各種乗車券について複雑な制度に係る専門的知識と経験が
なければならない。
当事業者は本業務に関し、約40年の豊富な経験と実績を有し、これらのノウハウに
長けた経験豊かな人材を確保しており、精算・販売処理を含む定期券発売業務を効
率的かつ円滑に行うことができるのは左記業者のみである。
（地公企法施行令第21条の14第1項第2号）

営業推進課
（℡: 322-5946）

神戸電鉄湊川定期券発売
所における
定期券発売等業務

H30.4.1 神戸電鉄㈱ 8,713,000

本市高速鉄道と神戸電鉄の経由地であり、市バス８路線が集中する交通の要衝であ
る湊川地域において、唯一定期券発売所を設置しているのが左記事業者である。当
該地域の交通事業体系を熟知しており、本市の料金や路線等に関する知識・経験も
豊富であるため、適正に業務遂行する能力があり、本市の定期券発売業務を委託で
きる唯一の事業者である。
（地公企法施行令第21条の14第1項第2号）

営業推進課
（℡: 322-5946）

阪神電鉄御影定期券発売
所における定期券発売
業務等及び敬老無料乗車
券引換業務

H30.4.1 ㈱阪神ｽﾃｰｼｮﾝﾈｯﾄ 7,368,000

阪神電鉄の直通特急停車駅であり、市バス８路線が集中する交通の要衝である御影
地域において唯一定期券発売業務を行っているのが左記事業者である。阪神御影駅
において阪神電鉄・阪神バスの乗車券を発売する等、東部地域における交通事業体
系も熟知しており、また、平成25年7月より本市乗合自動車の普通区定期券発売業
務等を行い、本市の料金や路線等、本業務に関する知識・経験も蓄積されているこ
とから、本市の定期券発売業務を委託できる唯一の事業者である。
（地公企法施行令第21条の14第1項第2号）

営業推進課
（℡: 322-5946）

西神中央駅定期券発売所
における
乗車券及びカード発売等
業務

H30.4.1 神姫バス㈱ 14,871,600

本市高速鉄道の起終点駅があり、市バス５路線に加えて神姫バスも多数運行されて
いる西神中央地域において、左記事業者は長年バス運行事業を実施し、同地域の交
通事業体系を熟知している。また、本市の料金や路線等、本業務に関する知識と経
験の蓄積がなされており、本地域において定期券等発売業務を効率的かつ適切に遂
行する能力があると認められる唯一の事業者である。
（地公企法施行令第21条の14第1項第2号）

営業推進課
（℡: 322-5946）

定期券発行サーバシステ
ム運用保守業務

H30.4.1
アイテック阪急
阪神㈱

3,618,000

定期券発行サーバシステムは、IC定期券発行の際に購入者情報等のデータを登録す
るものである。当該システムを当局単独で構築することも可能であったが、構築費
及び保守費の低減のため、平成19年9月から阪神電気鉄道㈱と共用していた。その
後、定期券発行サーバ本体が更新時期を迎えたため、平成25年1月末から、当該シ
ステムの運用等についてアイテック阪急阪神株式会社によるホスティングサービス
を導入しており、このサービス導入後の委託先としては、アイテック阪急阪神株式
会社以外他にないため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

営業推進課
(℡：322-5978)



委託契約における特命随意契約の結果について

案件名称 契約日 契約の相手方 契約金額（円）
随意契約理由
（根拠法令）

担当部署
（問合せ先）

交通利用データ共用シス
テム保守業務

H30.4.1 ㈱日立製作所 3,326,400

交通利用データ共用システムは、地下鉄・市バスの利用データを長期間保存し、保
存したデータを自由に分析できるよう、平成27年度に株式会社日立製作所に委託し
システム化したものである。運用にあたり、当該システムのハードウェア及びソフ
トウェアの障害・運用上のトラブルに対して迅速かつ適切に対応でき、保守運用サ
ポートの体制が必須となる。これを実現可能なのは、当該システムを構築した株式
会社日立製作所以外他にないため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

営業推進課
(℡：322-5978)

統括管理装置運用保守業
務

H30.4.1
㈱JR西日本テク
シア

8,289,216

統括管理装置は、駅務機器等からICOCAセンタにデータを送信するために使用する
システムで、経費低減のため株式会社JR西日本テクシアによるホスティングサービ
スを導入してシステム化しており、この装置の運用等は、JR西日本テクシア以外他
にできないため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

営業推進課
(℡：322-5978)

共用社局サーバシステム
運用保守業務

H30.4.1
アイテック阪急
阪神㈱

46,701,360

社局サーバシステムの運用等については、経費削減のため平成23年10月1日からア
イテック阪急阪神株式会社によるホスティングサービスを導入しており、このサー
ビスの委託先としては、アイテック阪急阪神株式会社以外他にないため。
なお、他社局も当該サービスを利用しており、当該サービスにより提供される社局
サーバシステムを当局と他社局とで共用している。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

営業推進課
(℡：322-5978)

交通局ネットワークシス
テム保守業務

H30.4.1 日本電気㈱ 10,411,200

交通局ネットワークシステムは、駅、バス営業所及び定期券発売所からサーバに磁
気及びIC系の利用データを送信するためのものであり、サーバによる収入計算、統
計及び利用履歴確認等が可能になる。また、当該システムは、PiTaPaシステムとし
て、IC利用の管理のため、スルッとKANSAIのセンタサーバとの間でIC系のデータを
常時、送受信している。従って、当該システムの重要度及び取扱いデータの緊急度
からして、当該システムの保守には、高度な技術、並びに安定稼動及び障害発生時
の迅速な復旧を可能にする24時間の監視体制が必須である。これを実現可能なの
は、当該システムを構築した日本電気株式会社以外他にないため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

営業推進課
(℡：322-5978)


