
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

H29.4.1
㈱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おり、本業務はそれらに基づき具体的
な検討を行うもので、上記業務と連続性・継続性を有するため。
（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
（℡: 322-5977）

交通局財務会計システム保
守業務

H29.4.1
㈱日立システム
ズ

2,439,720

左記業者は、現在導入されている財務会計システム（TENKAI）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）

公金集金業務（三井住友） H29.4.1 ㈱三井住友銀行 41,056,428
総括出納取扱金融機関のため
　(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
（℡: 322-5941）

公金集金業務（みなと） H29.4.1 ㈱みなと銀行 1,555,200
出納取扱金融機関のため
　　　(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
（℡: 322-5941）

営業所勤務管理システム保
守業務

H29.4.1
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29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
（℡: 322-5932）

職員健康診断業務（人間
ドック受診者）

H29.4.1
神戸市職員共済
組合

2,255,000
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）

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）

H29.4.1
（株）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）
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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
（VISA,MasterCardブランド取
扱）

H29.4.1
トヨタファイナンス
（株）

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28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）

定期券発行サーバシステム
運用保守業務

H29.4.1
アイテック阪急
阪神株式会社

3,132,000

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)

交通利用データ共用システ
ム保守業務

H29.4.1
株式会社日立製
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)

交通利用データ共用システ
ム改修業務

H29.4.10
株式会社日立製
作所

3,304,800

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。平成29年度よりICOCA定期券を発売するにあた
り、定期券の発売データをシステムに取り込むため、既存ソフトウェアの改修が
必要となる。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 H29.4.1
株式会社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

H29.4.1
アイテック阪急
阪神株式会社

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)
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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）

交通局ネットワークシステ
ム保守業務

H29.4.1
日本電気株式会
社

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)

収入統計管理システム保守
作業

H29.4.1
㈱日立システム
ズ

8,815,413
　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

H29.4.1
㈱日立システム
ズ

7,344,000
　本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

H29.4.1
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）

乗車券及びカード発売、
忘れ物取扱所運営等業務

H29.4.1 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

H29.4.1 神戸電鉄㈱ 7,388,572

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）
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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）

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

H29.4.1
㈱阪神ｽﾃｰｼｮﾝ
ﾈｯﾄ

6,492,000

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

H29.4.1 神姫バス㈱ 14,211,772

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）

自動車料金精算業務 H29.4.1 ㈱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）

三宮駅市バス地下鉄お客様
サービスコーナー
及び神戸駅前市バス案内所
の業務

H29.4.1
ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞｵﾌｨｽｻｰ
ﾋﾞｽ㈱

16,833,960

長年の経験を有し、市バス・地下鉄に係る業務知識に加え、三宮駅及び神戸駅周
辺の案内に係るお客様ニーズ情報を蓄積しており、迅速かつ確実に案内業務をこ
なせる人材を有すると認められる唯一の事業者であるため。
（交通局委託事務の執行の適正化に関する要綱第５条第１項２号に基づく）

営業推進課
（℡：322-5946）

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

H29.4.1 ㈱ｹｲｴﾑｱﾄﾞｼｽﾃﾑ 6,751,000

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。

営業推進課
（℡：322-5946）

市バス音声合成放送装置
データ製作、
登録、編集業務等

H29.4.1 ㈱小田原機器 5,733,000

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
（℡：322-5946）
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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）

神戸市バス情報提供システ
ム保守管理業務

H29.4.1
㈱社会システム
総合研究所

1,404,000
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）

「鉄道コレクション」の製
作

H29.4.1 ㈱トミーテック 12,960,000

㈱トミーテックのオリジナル企画商品であり、同社以外での製作が不可能である
こと。また、同社は過去にバスコレクションを製作した実績があり、技術面にお
ける信頼もある。
（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
（℡：322-5994）

バスロケーションシステム
及び無線通信システムの維
持管理業務

H29.4.1

㈱ゼンリンデー
タコム，
PCIソリューショ
ンズ㈱

10,605,168

現在導入しているバスロケーションシステム及び無線通信システムの制作・維持
管理は左記業者が管理しており，システム全体を引き続き維持管理するにあたっ
て，各要素について十分に内容を把握し遅滞なくサービス提供を行えるのは他業
者にはできないため。
（地方公営企業法施行令第21条の第14第1項第2号に該当）

市バス運輸サービス
課
（℡: 322-5944）

KOBE乗継検索システムサー
ビスのメンテナンス・維持
管理費用

H29.4.1 ジョルダン㈱ 1,036,800

「KOBE乗継検索」サービスは，左記業者によって制作・維持管理されているもの
であり，このサービスを引き続き維持管理するにあたって，十分に内容を把握し
遅滞なくサービス提供業務を行えるのは他業者にはできないため。
（地方公営企業法施行令第21条の第14第1項第2号に該当）

市バス運輸サービス
課
（℡: 322-5944）

魚崎営業所の管理委託 H29.4.1 神戸交通振興㈱ 877,723,560

魚崎営業所の管理委託については，平成28年度の提案競技を経て，平成29年度か
ら平成33年度までの５年間の受委託について神戸交通振興㈱と基本契約書を締結
しており，この基本契約書に基づき平成29年度委託契約を締結した。
（地方公営企業法施行令第21条の第14第1項第2号に該当）

市バス運輸サービス
課
（℡: 322-5944）

松原営業所の管理委託 H29.4.1 阪急バス㈱ 1,785,192,696

松原営業所の管理委託については，平成28年度の提案競技を経て，平成29年度か
ら平成33年度までの５年間の受委託について阪急バス㈱と基本契約書を締結して
おり，この基本契約書に基づき平成29年度委託契約を締結した。
（地方公営企業法施行令第21条の第14第1項第2号に該当）

市バス運輸サービス
課
（℡: 322-5944）

落合営業所の管理委託 H29.4.1 神姫バス㈱ 1,398,813,840

落合営業所の管理委託については，平成28年度の提案競技を経て，平成29年度か
ら平成33年度までの５年間の受委託について神姫バス㈱と基本契約書を締結して
おり，この基本契約書に基づき平成29年度委託契約を締結した。
（地方公営企業法施行令第21条の第14第1項第2号に該当）

市バス運輸サービス
課
（℡: 322-5944）

西神営業所の管理委託 H29.4.1 神姫バス㈱ 536,223,240

落合営業所の管理委託については，平成28年度の提案競技を経て，平成29年度か
ら平成33年度までの５年間の受委託について神姫バス㈱と基本契約書を締結して
おり，この基本契約書に基づき平成29年度委託契約を締結した。
（地方公営企業法施行令第21条の第14第1項第2号に該当）

市バス運輸サービス
課
（℡: 322-5944）
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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）

バスダイヤシステム保守業
務

H29.4.1 ㈱シグザム 4,083,000

バスダイヤシステムのうち，マスター情報関連・画面表示・帳票出力等の部分を
開発し，当局に納入しており本業務に必要な技術や知識を有する唯一の事業者で
ある。
（地方公営企業法施行令第21条の第14第1項第2号に該当）

市バス運輸サービス
課
（℡: 322-5944）

阪急六甲バスターミナル市
バス誘導及び案内業務

H29.4.1 ㈱スマイル 22,959,000

当業務は，バスの整理誘導業務（運転業務を含む）と乗客の案内・誘導業務を含
むため，業務に精通している業者が限られている。併せて当ターミナルは複数の
営業所バスが出入しており，業者が変わればその調整に時間を要するため５年ご
との契約見直しが望ましいと考えている。平成25年度に見積り合せを行ってお
り，平成30年度委託契約時には再度見積合せを行う予定である。
（地方公営企業法施行令第21条の第14第1項第2号に該当）

市バス運輸サービス
課
（℡: 322-5944）

事業用自動車及び公用車等
点検整備業務

42826
神戸交通振興
(株)

248,680,800

左記業務を遂行するための人員が当局では不足しており、安全運行のための車両
の品質を維持することが困難である。また、左記業務を遂行するための人員と市
バス整備のための専門的な技術・知識を持った業者であれば、当局が期待する車
両の品質を維持することが可能であるため。
(交通局委託事務の執行の適正化に関する要綱第５条第１項１号に基づく)

市バス車両課
(℡：992-3333)

窓口処理機等保守業務 H29.4.1
東芝自動機器シ
ステムサービス
㈱

7,353,504

窓口処理機、改札機監視盤、システム監視盤はいずれも株式会社東芝製であり、
これらの機器の保守については当該機器の保守マニュアルを開示されている株式
会社東芝の左記系列保守会社しか履行できない。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

駅務統括所お客様
サービス係
（Tel:791-6043）

駅集計機保守業務 H29.4.1
オムロンフィー
ルドエンジニア
リング

3,348,000

左記業者は、駅集計機の整備業務受託業者（オムロンソーシャルソリューション
ズ(株)）の系列保守会社で、駅集計機の保守マニュアルを開示されているのは当
該業者のみである。よって、定期点検及びトラブル発生時に対応できるのは左記
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）

駅務統括所お客様
サービス係
（Tel:791-6043）

駅間ネットワーク保守業務 H29.4.1
協和テクノロジ
イズ(株)

6,912,000
左記業者は、駅間ネットワーク整備業務の受託業者でネットワーク装置及び各種
端末の整備をおこなっており、システム全体を熟知している。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

駅務統括所お客様
サービス係
（Tel:791-6043）

神戸市高速鉄道西神・山手
線駅業務

H29.4.1
神戸交通振興株
式会社

452,013,480

平成14年度から本市高速鉄道事業を委託しており、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
務を行っていること）、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。

駅務統括所お客様
サービス係
（Tel:791-6043)
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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

H29.4.1
神戸交通振興株
式会社

375,439,320

平成14年度から本市高速鉄道事業を委託しており、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
務を行っていること）、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。

駅務統括所お客様
サービス係
（Tel:791-6043)

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

H29.4.1
オムロンフィー
ルドエンジニア
リング株式会社

1,496,880

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 H29.4.1
旭化成アミダス
㈱

4,693,000

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）

西神車庫車両故障等対応業
務

H29.4.1
川重車両テクノ
㈱

30,304,800

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ことから、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）
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