第２条関係

平成３１年度 ３号随意契約発注見通し一覧表

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約を締結するので、高砂市契約規則第25条の2の規定に基づき、次のとおり発注見通しを公表します。
公表日 平成31年4月1日
発注担当部署

発注予定
時
期

物品又は役務の名称

物品の数量又は役務の履行場所

企画総務部総務室総務課 第１四半期 庁舎夜間休日窓口業務委託

高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号

企画総務部総務室総務課 第１四半期 庁舎等除草業務委託

高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号

企画総務部総務室総務課 第１四半期 旧高砂西保育園清掃管理業務委託

高砂市高砂町浜田町２丁目１５番２号

財務部財務室契約管財課 第１四半期 市有土地除草清掃業務委託

高砂市内

こども未来部子育て支援室
幼児保育課
こども未来部子育て支援室
幼児保育課
こども未来部子育て支援室
幼児保育課
こども未来部子育て支援室
幼児保育課
こども未来部子育て支援室
幼児保育課
福祉部地域福祉室障が
い・地域福祉課

（高砂こども園）
高砂市西畑１－２－８
（伊保こども園）
高砂市梅井４丁目３－６
（中筋こども園）
高砂市中筋１丁目２－３５
（阿弥陀こども園）
高砂市阿弥陀町阿弥陀１１７８－１
（北浜こども園）
高砂市北浜町北脇２５２－１

第１四半期 認定こども園管理業務委託
第１四半期 認定こども園管理業務委託
第１四半期 認定こども園管理業務委託
第１四半期 認定こども園管理業務委託
第１四半期 認定こども園管理業務委託

履行期限
又は
履行期間
平成31年4月1日から
平成31年9月30日まで
平成31年4月1日から
平成31年9月30日まで
平成31年4月1日から
平成31年9月30日まで

概

要

庁舎夜間休日窓口業務
除草清掃業務
園内管理作業、除草清掃管理作業

１２箇月

普通財産の除草清掃業務

平成32年3月31日

各園における施設管理業務

平成32年3月31日

各園における施設管理業務

平成32年3月31日

各園における施設管理業務

平成32年3月31日

各園における施設管理業務

平成32年3月31日

各園における施設管理業務

第２四半期 福祉マップの校正・印刷

福祉マップ ５００部

平成31年8月

福祉マップの校正・印刷

福祉部人権推進室

第３四半期 駐車場整理業務委託

さくらそう児童公園

平成31年11月30日

人権フェスティバル当日の臨時駐車場整理

福祉部人権推進室

第３四半期 会場設営・撤去業務委託

高砂市文化会館

平成31年11月29日、 11月29日パネル設置と作品掲示、11月
11月30日
30日撤去

福祉部人権推進室みのり
会館
福祉部人権推進室みのり
会館
生活環境部環境経済室環
境政策課
生活環境部環境経済室環
境政策課
生活環境部環境経済室環
境政策課
生活環境部環境経済室環
境政策課
生活環境部環境経済室産
業振興課

平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで
平成31年6月1日から
高砂市立みのり会館植木剪定業務委託高砂市米田町米田５５－１
平成31年6月30日まで
公園墓地・高砂墓地便所清掃業務委
平成31年4月1日から
公園墓地、高砂墓地
平成32年3月31日まで
託
平成31年4月1日から
公園墓地、高砂墓地、荒井墓地、曽根墓地
公園墓地等管理業務委託
平成32年3月31日まで
平成31年5月1日から
公園墓地外3箇所除草清掃業務委託 公園墓地、高砂墓地、荒井墓地、曽根墓地 平成32年3月31日まで

第1四半期 高砂市立みのり会館管理事務委託
第１四半期
第１四半期
第１四半期
第１四半期
第３四半期

高砂市米田町米田５５－１

公園墓地、市有墓地植木剪定業務委
公園墓地、高砂墓地、荒井墓地、曽根墓地 平成31年11月上旬
託

第１四半期 市有地清掃業務委託

高砂町今津町５３２番地
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平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで

みのり会館夜間管理業務
みのり会館敷地内の植木の剪定
公園墓地、高砂墓地の便所清掃業務
公園墓地、市有墓地の管理業務
公園墓地、市有墓地の除草清掃業務
公園墓地、市有墓地の植木剪定業務
工楽松右衛門旧宅駐車場トイレ清掃業務

第２条関係

平成３１年度 ３号随意契約発注見通し一覧表

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約を締結するので、高砂市契約規則第25条の2の規定に基づき、次のとおり発注見通しを公表します。
公表日 平成31年4月1日
発注担当部署

発注予定
時
期

物品又は役務の名称

生活環境部環境経済室産
第１四半期 市有地植木剪定業務委託
業振興課
生活環境部環境経済室産
第１四半期 市有地除草業務委託
業振興課
生活環境部環境経済室産
第１四半期 市有地害虫駆除業務委託
業振興課

履行期限
又は
履行期間

物品の数量又は役務の履行場所
高砂町今津町５３２番地
高砂町今津町５３２番地
高砂町今津町５３２番地

概

要

平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで
平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで
平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで

工楽松右衛門旧宅、同駐車場除草清掃業務

1年間

公衆便所及びその周辺の清掃

平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで
平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで

駐輪場内の整理及び指導、禁止区域内
の警告

工楽松右衛門旧宅駐車場植木剪定業務

工楽松右衛門旧宅駐車場害虫駆除清掃業務

第1四半期 公衆便所清掃業務委託

高砂市曽根町2301-1
曽根公衆便所
高砂市高砂町浜田町2丁目180
山電高砂駅前公衆便所
高砂市高砂町鍛冶屋町1074
高砂町公衆便所

第１四半期 自転車等整理指導委託

各駅前及び駐輪場

第１四半期 放置自転車等の保管返還業務委託

自転車保管場所

第１四半期 道路環境緑地除草委託

高砂市内一円

７箇月

高砂市内一円の除草業務

第1四半期 高須松村線用地除草委託

高砂市曽根町字中浜２８８０－３８

平成32年3月中旬

都市計画道路用地の除草

治水対策室治水事業課

第１四半期 鹿島川除草清掃委託

高砂市鹿島川

４箇月

鹿島川の除草業務

治水対策室治水事業課

第２四半期 大木曽水路グリーンベルト除草委託

高砂市西畑４丁目

２箇月

大木曽水路の除草業務

第１四半期 学校管理業務委託 ほか

高砂町大工町８１０番地の１ ほか

平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで

小・中学校の管理業務委託

第１四半期 発掘調査作業委託

市内

通年

発掘調査の諸作業

第１四半期 旧入江家住宅除草委託

高砂市曽根町４９３番１

通年

旧入江家住宅の除草委託

第１四半期 申義堂管理業務委託

高砂市高砂町横町１０７４番地の５

通年

申義堂の管理業務委託

第３四半期 申義堂植木剪定委託

高砂市高砂町横町１０７４番地の５

通年

申義堂の植木剪定

第３四半期 申義堂害虫駆除委託

高砂市高砂町横町１０７４番地の５

通年

申義堂の害虫駆除

生活環境部美化センター
業務施設課

まちづくり部土木管理室管
理課
まちづくり部土木管理室管
理課
まちづくり部土木管理室建
設課
まちづくり部まちづくり推進
室都市政策課

教育部教育推進室教育総
務課
教育部教育推進室生涯学
習課
教育部教育推進室生涯学
習課
教育部教育推進室生涯学
習課
教育部教育推進室生涯学
習課
教育部教育推進室生涯学
習課
教育部教育推進室生涯学
習課

第１四半期

放課後子ども教室に伴う教室の施設管
高砂市立の１０小学校及び使用教室
理等委託
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保管自転車の返還、保管場所内の整理

１校あたり１０日 通年 校舎出入口及び教室の施錠管理

第２条関係

平成３１年度 ３号随意契約発注見通し一覧表

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約を締結するので、高砂市契約規則第25条の2の規定に基づき、次のとおり発注見通しを公表します。
公表日 平成31年4月1日
発注担当部署

発注予定
時
期

物品又は役務の名称

教育部教育推進室中央公
第１四半期 高砂市公民館管理業務事務委託
民館兼伊保公民館
教育部教育推進室中央公
第２四半期 高砂市公民館植木剪定委託
民館兼伊保公民館
教育部教育推進室中央公
第２四半期 高砂市公民館害虫駆除委託
民館兼伊保公民館

物品の数量又は役務の履行場所
市内各公民館
市内各公民館
市内各公民館

教育部教育センター

第１四半期 教育センター夜間管理業務委託

高砂市阿弥陀町生石６１番地の１

教育部教育センター

第２四半期 教育センター除草委託

高砂市阿弥陀町生石６１番地の１

教育部学校教育室学校教
第２四半期 理科作品展会場設営
育課
教育部学校教育室学校教
第４四半期 高砂市美術展会場設営
育課

高砂市福祉保健センター中ホール
高砂市福祉保健センター中ホール

選挙管理委員会事務局

第１四半期 選挙公報配布委託

高砂市内

選挙管理委員会事務局

第２四半期 選挙公報配布委託

高砂市内
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履行期限
又は
履行期間
平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで
平成31年9月1日から
平成31年10月31日まで
平成31年9月1日から
平成31年10月31日まで
平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで
平成31年7月1日から
平成32年3月31日まで

概

要

玄関等の施錠、館内点検、入館者の記
録、電話の収受及び来客の対応
市内各公民館の植木の選定業務
市内各公民館の植木の害虫駆除業務
教育センター夜間管理業務
教育センター敷地内・駐車場周辺

平成31年9月7日・8日 理科作品展開催のためのパネル設置
平成32年2月15日・16
高砂市美術展開催のためのパネル設置
日
兵庫県議会議員選挙の選挙公報配布委
平成31年4月2日から
平成31年4月5日まで
託
参議院議員通常選挙の選挙公報配布委
平成31年7月8日から
平成31年7月19日まで 託

