
令和4年度上半期特命随意契約一覧（委託等）

委1 総務課 例規検索システム及びデータベース管理業務委託 第一法規株式会社

委2 総務課 法律顧問弁護士業務及び内部通報窓口業務 弁護士法人　サリュ

委3 広報課 萩市自主番組「マイたうん萩」制作・放送業務委託 萩テレビ株式会社

委4 広報課 萩市公式ホームページの保守業務委託 福泉株式会社

委5 広報課 萩市自主番組「情報ウェーブ萩」制作・放送業務 株式会社エフエム萩

委6 広報課 萩市総合アプリ保守運用業務 株式会社Phone Appli

委7 人事課 メンタルヘルスケア業務
株式会社ジャパンイーエーピーシ

ステムズ

委8 人事課 萩市職員及び会計年度任用職員等各種検診業務 萩市民病院

委9 人事課 萩市人事評価システム保守業務
株式会社ケー・デー・シー西日本

支店

委10 人事課 萩市職員及び会計任用職員等各種健診業務 川上診療所他７件

委11 財産管理課 市役所第３駐車場運営管理業務
アマノマネジメントサービス株式

会社

委12 財産管理課 三菱エレベーターリモートメンテナンス業務
三菱電機ビルソリューソンズ株式

会社中国支社

委13 財産管理課 エネルギー使用の合理化に関する支援業務 一般財団法人中国電気保安協会

委14 財産管理課 旧白水保育園跡地に係る測量・分筆登記業務
公益社団法人　山口県公共嘱託登

記土地家屋調査士協会

委15 防災危機管理課 デジタル防災行政無線保守点検業務委託
エクシオグループ株式会社山口営

業所

委16 防災危機管理課 全国市長会防災・減災費用保険 全国市長会

委17 防災危機管理課 見島コミュニティ無線保守点検業務委託
エクシオグループ株式会社山口営

業所

委18 防災危機管理課 コミュニティＦＭ災害情報緊急割込放送 株式会社エフエム萩

委19 防災危機管理課 総合防災気象情報サービス提供業務 株式会社ウェザーニューズ

委20 防災危機管理課 萩市総合防災システム保守運用業務委託 山口視聴覚機器株式会社萩営業所

委21 防災危機管理課 デジタル防災行政無線局再免許申請業務委託 山口自動車無線株式会社萩支店

委22 企画政策課 行財政情報サービス（ｉ　JAMP）提供業務 株式会社時事通信社

№ 所管課 契約案件名 契約の相手方
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令和4年度上半期特命随意契約一覧（委託等）

№ 所管課 契約案件名 契約の相手方

委23 産業戦略室

ふるさと納税ポータルサイト｢楽天ふるさと納税｣に

係る寄付受付・ページ作成・返礼品出荷依頼・支払

代行等業務

楽天グループ株式会社

委24 産業戦略室
「ANAのふるさと納税」に係るふるさと納税支援

業務
全日空商事株式会社

委25 産業戦略室
ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」

に係るふるさと納税支援業務（基本プラン）
株式会社トラストバンク

委26 産業戦略室
ふるさと納税ポータルサイト「ふるなび」に係る寄

付受付支援業務
株式会社アイモバイル

委27 産業戦略室 萩市ふるさと寄付事務一括代行業務
レッドホースコーポレーション株

式会社

委28 産業戦略室
ふるさと納税ポータルサイト｢ふるさとチョイス｣ク

レジット決済

株式会社やまぎんカード、株式会

社ジェーシービー、三菱UFJニコ

ス株式会社

委29 産業戦略室
「セゾンふるさと納税」に係るふるさと納税支援業

務
株式会社クレディセゾン

委30 産業戦略室
ふるさと納税ポータルサイト｢ふるなび｣クレジット

決済代理収納業務に係る業務

株式会社DGファイナンシャルテ

クノロジー

委31 産業戦略室 高校魅力化支援業務 一般社団法人社会創発塾

委32 情報政策課 総合行政システム機器保守業務 株式会社ＲＫＫCS

委33 情報政策課 総合行政システムサポート業務 株式会社ＲＫＫＣＳ

委34 情報政策課
インターネット接続サービスに関するサポート業務

委託
JCOM株式会社

委35 情報政策課 ネットワネットワーク監視業務に関する業務委託 JCOM株式会社

委36 情報政策課 ＦＳＳソフトウェア及びＳＣＤ装置に関する保守
ローレルバンクマシン株式会社徳

山営業所

委37 情報政策課 ＶＳＰ(連続紙プリンタ機器）保守業務
株式会社富士通エフサス ビジネス

部門 業務推進統括部

委38 情報政策課 情報系システム保守業務 株式会社富士通japan 山口支社

委39 情報政策課 萩市総合情報施設保守業務
株式会社広域市町村型CATVネッ

トワーク

委40 情報政策課 萩市総合情報施設自主番組供給・伝送業務 萩テレビ株式会社

委41 情報政策課 萩市総合情報施設自主番組送出業務
株式会社広域市町村型CATVネッ

トワーク

委42 情報政策課 セキュリティ強靭化に伴う保守業務 富士通japan株式会社 山口支社

委43 情報政策課 萩市ネットワーク保守業務
株式会社ネットケアサービス萩テ

クニカルセンター
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№ 所管課 契約案件名 契約の相手方

委44 情報政策課 ネットワーク回線変更に伴う機器設定変更業務
株式会社ネットケアサービス萩テ

クニカルセンター

委45 情報政策課 フレッツVPNワイド４拠点接続業務 西日本電信電話株式会社山口支店

委46 情報政策課 情報系ウイルス対策システムバージョンアップ対応 富士通japan株式会社 山口支社

委47 DX推進室 申請管理システム導入業務 株式会社ＲＫＫＣＳ

委48 DX推進室 萩市総合アプリ改修業務 株式会社Phone Appli

委49 DX推進室 総合行政システム文字同定業務 株式会社ＲＫＫＣＳ

委50 DX推進室 電子決裁・文書管理・庶務事務システム導入業務 ICTコンストラクション株式会社

委51
おいでませ、豊かな暮らし

応援課

汎用調定稼働業務変更に伴う総合行政システム改修

業務
株式会社ＲＫＫＣＳ

委52 市民活動推進課 萩市市民活動センター管理運営業務委託
特定非営利活動法人　萩市民活動

ねっと

委53 市民活動推進課 令和4年度萩市町内会活動保険業務

ザ・ニュー・インディア・アシュ

アランス・カンパニー・リミテッ

ド岩国営業所

委54 市民課 国保日帰り・宿泊・簡易人間ドックの委託契約 一般社団法人萩市医師会　外3件

委55 市民課 後期高齢者医療日帰り人間ドックの委託契約 一般社団法人萩市医師会

委56 市民課 国保任意検査委託契約 一般社団法人萩市医師会　外1件

委57 市民課 令和4年度後期高齢者医療任意検査委託契約 一般社団法人萩市医師会　外1件

委58 市民課 証明書等自動交付サービス 地方公共団体情報システム機構

委59 市民課 萩市介護予防教室派遣型事業
株式会社太陽コミュニケーション

ズ

委60 市民課 住基ネット機器保守業務 株式会社ＲＫＫＣＳ

委61 市民課 住基ネットメンテナンス保守業務 株式会社ＲＫＫＣＳ

委62 市民課 令和４年度萩市市民総合窓口等支援業務 萩公共サービス株式会社

委63 市民課
デジタル社会形成整備法による住民基本台帳法の一

部改正に伴う住民記録システム改修
株式会社ＲＫＫＣＳ

委64 市民課
令和４年度　特定健康診査の未受診者に対する受信

勧奨に係る業務委託

株式会社キャンサースキャン、山

口県国民健康保険団体連合会

委65 市民課
令和4年度　萩市国民健康保険糖尿病性腎症重症化

予防事業業務委託
株式会社データホライゾン
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委66 市民課
令和４年度萩市国民健康保険ジェネリック医薬品差

額通知事業業務委託
株式会社データホライゾン

委67 市民課
令和４年度萩市国民健康保険服薬情報通知事業業務

委託
株式会社データホライゾン

委68 市民課
統合端末設置に伴うネットワーク機器設定変更業務

委託

株式会社ネットケアサービス　萩

テクニカルセンター

委69 市民課
地域リハビリテーション推進事業（離島リハビリ

テーション支援）

社会福祉法人　萩市社会福祉事業

団

委70 環境衛生課 萩市指定ごみ袋配送業務 有限会社萩新栄

委71 環境衛生課 第二浄化センター維持管理業務 有限会社オカムラ環境技研

委72 環境衛生課 大井不燃物埋立処分場等管理運営業務 大井門前地区環境衛生組合

委73 環境衛生課 エコプラザ・萩維持管理運営業務
特定非営利活動法人　ＮＰＯエコ

プラザ・萩

委74 環境衛生課
萩・旭地域一般廃棄物（可燃ごみ）収集運搬業務

（椿他）
有限会社オカムラ環境技研

委75 環境衛生課
萩・旭地域一般廃棄物（可燃ごみ）収集運搬業務

（堀内他）
有限会社ミヤモト

委76 環境衛生課 萩・旭地域一般廃棄物（不燃ごみ）収集運搬業務 有限会社クリーン・萩

委77 環境衛生課 萩地域一般廃棄物（可燃ごみ）収集運搬業務 有限会社萩新栄

委78 環境衛生課 須佐・田万川地域一般廃棄物収集運搬業務 有限会社中尾

委79 環境衛生課 むつみ地域一般廃棄物収集運搬業務 有限会社アスクむつみ

委80 環境衛生課 福栄地域一般廃棄物収集運搬業務 阿武萩森林組合

委81 環境衛生課 大島地区ごみ収集運搬業務（本土） 有限会社オカムラ環境技研

委82 環境衛生課 萩地域一般廃棄物（土日犬猫等死骸）収集運搬業務 有限会社萩新栄

委83 環境衛生課 大島地区ごみ収集運搬業務（離島） 大島地区環境衛生組合

委84 環境衛生課 相島地区ごみ収集運搬業務 相島環境衛生組合

委85 環境衛生課 使用済蛍光管運搬業務 株式会社エコプラン

委86 環境衛生課 使用済蛍光管処理・処分業務 株式会社ジェイ・リライツ

委87 環境衛生課 使用済小型電子機器等処分業務 共英製鋼株式会社

委88 環境衛生課 萩第二浄化センター外水質検査業務 有限会社オカムラ環境技研
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委89 環境衛生課 見島地区清掃施設等管理業務委託 有限会社オカムラ環境技研

委90 環境衛生課
萩やすらぎ苑斎場及び須佐火葬場火葬炉設備点検業

務
株式会社宮本工業所

委91 環境衛生課 漂流・漂着ごみ焼却処分業務 ジェムカ株式会社

委92 環境衛生課 萩市須佐地域　漂流・漂着ごみ回収業務 山口県漁業協同組合　須佐支店

委93 環境衛生課 萩第二浄化センター　汚泥処分業務 周南設備工業株式会社

委94 環境衛生課 離島（大島・相島・見島）からの各種ごみ運搬業務 萩海運有限会社

委95 課税課 土地台帳・地籍図管理システム保守業務 株式会社ダイショウ

委96 課税課
子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措

置の導入における国民健康保険システム改修業務
株式会社ＲＫＫＣＳ

委97 課税課 令和4年度　住民税データ作成業務 株式会社ソフトテックス

委98 収納課
地方税共通納税システム税目拡大対応に伴う総合行

政システム改修業務
株式会社ＲＫＫＣＳ

委99 収納課
地方税共通納税システム税目拡大対応に伴う審査シ

ステム改修業務
株式会社TKC

委100 福祉政策課 新総合福祉センター日直及び予約受付業務 社会福祉法人　社会福祉協議会

委101 福祉政策課 川上総合事務所内交流の場運営事業
社会福祉法人　萩市社会福祉協議

会

委102 福祉政策課 須佐総合事務所内交流の場運営事業
社会福祉法人　萩市社会福祉協議

会

委103 福祉政策課 民生委員児童委員・主任児童委員地域福祉活動 萩市民政委員児童委員協議会

委104 福祉政策課 萩市総合福祉センターエレベーター保守点検業務
株式会社日立ビルシステム中国支

社

委105 福祉政策課
令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給

付金システム対応業務
株式会社ＲＫＫＣＳ

委106 高齢者支援課 萩市生活支援給食サービス事業 有限会社萩スモールビジネス

委107 高齢者支援課 萩市見島ショートステイ事業
社会福祉法人　萩市社会福祉事業

団

委108 高齢者支援課 萩市生活支援体制整備事業
社会福祉法人　萩市社会福祉協議

会

委109 高齢者支援課 萩市生活支援ハウス寿運営事業 社会福祉法人　寿幸会

委110 高齢者支援課
地域リハビリテーション推進事業（リハビリテー

ションマンパワー確保経費）

社会福祉法人　萩市社会福祉事業

団

委111 高齢者支援課 シルバーハウジング生活援助員派遣事業
社会福祉法人　萩市社会福祉事業

団
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委112 高齢者支援課
萩市交通空白地域外出支援サービス事業（大島・相

島）
ＪＡ共同サポート山口株式会社

委113 萩市地域包括支援センター 萩市在宅介護支援センター運営事業
社会福祉法人　萩市社会福祉事業

団

委114 萩市地域包括支援センター 萩市在宅介護支援センター運営事業
社会福祉法人　山口県社会福祉事

業団

委115 萩市地域包括支援センター 萩市在宅介護支援センター運営事業 社会福祉法人　山水会

委116 萩市地域包括支援センター 萩市在宅介護支援センター運営事業 社会福祉法人　寿幸会

委117 萩市地域包括支援センター 萩市在宅介護支援センター運営事業 社会福祉法人　紫雲会

委118 萩市地域包括支援センター 萩市在宅介護支援センター運営事業 医療法人　丘病院

委119 萩市地域包括支援センター 萩市在宅介護支援センター運営事業
社会福祉法人　萩市社会福祉協議

会

委120 萩市地域包括支援センター 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務
社会福祉法人　萩市社会福祉事業

団　　他15件

委121 萩市地域包括支援センター 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務 特定非営利活動法人優喜会

委122 萩市地域包括支援センター 萩市介護予防教室事業
社会福祉法人　萩市社会福祉事業

団　　他９件

委123 萩市地域包括支援センター 萩市在宅介護支援センター運営事業 ＪＡ共同サポート山口株式会社

委124 萩市地域包括支援センター 萩市在宅介護支援センター運営事業 ＪＡ共同サポート山口株式会社

委125 福祉支援課 令和４年度生活困窮者自立相談支援事業 社会福祉法人　社会福祉協議会

委126 福祉支援課 萩市相談支援事業 社会福祉法人　ふたば園

委127 福祉支援課 萩市地域活動支援センター事業 社会福祉法人ふたば園

委128 福祉支援課 令和４年度生活保護システム運用管理業務 株式会社日立システムズ山口支店

委129 福祉支援課 萩市相談支援事業 社会福祉法人　霞峯会

委130 福祉支援課 萩市相談支援事業
特定非営利活動法人　ピアサポー

トセンター香生の里

委131 福祉支援課 萩市生活訓練事業 社会福祉法人　ふたば園

委132 福祉支援課 萩市発達障がい児地域支援体制強化事業 社会福祉法人　ふたば園

委133 福祉支援課 萩市医療的ケア児訪問看護事業 有限会社　玉栄興産

委134 子育て支援課 見島へき地保育所運営業務 社会福祉法人萩市社会福祉協議会
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委135 子育て支援課 越ヶ浜保育園大井分園運営業務 社会福祉法人萩市社会福祉協議会

委136 子育て支援課 はぎファミリー・サポート・センター運営事業
社会福祉法人　萩市社会福祉協議

会

委137 子育て支援課 地域子育て支援拠点事業 社会福祉法人　日の丸保育園

委138 子育て支援課 萩市病児保育事業 いわたにこどもクリニック

委139 子育て支援課 萩市24時間保育事業 社会福祉法人　日の丸保育園

委140 子育て支援課 萩市立児童館管理運営
特定非営利活動法人　萩子どもセ

ンター

委141 子育て支援課 萩市放課後児童クラブにおけるスポーツ安全保険 スポーツ安全協会山口県支部

委142 子育て支援課 須佐保育園園児送迎バス運行業務委託 興和産業株式会社

委143 子育て支援課 萩市プレーパーク事業運営業務
特定非営利活動法人　萩子どもセ

ンター

委144 子育て支援課 萩市親子の遊び場「あそぼー舎」管理運営業務
特定非営利活動法人　萩子どもセ

ンター

委145 子育て支援課 保育対策等促進事業（延長保育促進事業） 社会福祉法人　住の江保育園

委146 子育て支援課 保育対策等促進事業（延長保育促進事業） 社会福祉法人　日の丸保育園

委147 子育て支援課 保育対策等促進事業（延長保育促進事業） 社会福祉法人春日福祉会

委148 子育て支援課 次世代育成支援対策保育事業（一時預かり事業） 学校法人　萩光塩学院

委149 子育て支援課 次世代育成支援対策保育事業（一時預かり事業） 社会福祉法人　日の丸保育園

委150 子育て支援課 次世代育成支援対策保育事業（一時預かり事業） 学校法人　本願寺萩学園

委151 子育て支援課 子育て世帯生活支援特別給付金対応業務 株式会社ＲＫＫＣＳ

委152 地域医療推進課 レセプト電算処理システム保守点検業務 有限会社ﾒﾃﾞｨｶﾙｿﾌﾄｳｪｱﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

委153 地域医療推進課 令和4年度臨床検査業務 株式会社キューリン

委154 地域医療推進課 令和4年度医療廃棄物処分業務 ジェムカ株式会社

委155 地域医療推進課 レセプト電算処理システム保守点検業務 有限会社ﾒﾃﾞｨｶﾙｿﾌﾄｳｪｱﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

委156 地域医療推進課
超音波診断装置保守業務（萩市国民健康保険大島診

療所）
株式会社アステム

委157 地域医療推進課 個人線量の測定業務 千代田テクノル

7 ページ



令和4年度上半期特命随意契約一覧（委託等）
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委158 地域医療推進課
萩市休日急患診療センターＸ線画像診断システム保

守業務

富士フィルムメディカル株式会社

中国支社

委159 地域医療推進課
萩市休日急患診療センター昇降機設備（エレベー

ター）保守業務委託

三菱電機ビルソリューションズ株

式会社

委160 地域医療推進課 新型コロナウイルス検査（PCR検査）委託業務 株式会社キューリン

委161 地域医療推進課 令和４年度　在宅当番薬局事業に係る委託 一般社団法人　萩薬剤師会

委162 地域医療推進課
令和４年度　在宅当番医制事業（旧萩地域）に係る

委託
一般社団法人　萩市医師会

委163 地域医療推進課
令和４年度在宅当番医制事業（阿北地区・・・田万

川・須佐・阿武町）
一般社団法人　萩市医師会

委164 地域医療推進課 Ｘ線撮影装置保守業務委託
キャノンメディカルシステムズ株

式会社

委165 健康増進課 妊婦健康診査等業務 一般社団法人　萩市医師会外7件

委166 健康増進課 広域予防接種業務
一般社団法人　山口県医師会外７

件

委167 健康増進課 新型コロナワクチン搬送業務 株式会社キューリン

委168 健康増進課 萩市須佐保健センター建物管理運営業務
社会福祉法人　萩市社会福祉協議

会

委169 健康増進課 萩市栄養改善事業 萩市食生活改善推進協議会

委170 健康増進課 萩市小児予防接種費用助成事業代理受領業務 萩市医師会

委171 健康増進課
成人健康診査事業に係る検診業務（骨粗鬆症、肺炎

ウイルス検査、各種がん検診、結核検診）
一般社団法人　萩市医師会

委172 健康増進課 萩市住民の各種がん検診等
公益財団法人　福岡労働衛生研究

所

委173 健康増進課 子宮頸がん検診、乳がん検診業務 一般社団法人　萩市医師会

委174 健康増進課 大腸がん検診、胃がん検診、肺がん検診業務 一般社団法人　萩市医師会

委175 健康増進課
萩市住民の各種がん検診等（萩地域内巡回による肺

がん検診等）

公益財団法人　山口県予防保健協

会

委176 健康増進課
新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目接

種）対応業務
株式会社ＲＫＫＣＳ

委177 健康増進課
萩市新型コロナワクチンコールセンター業務委託

（４回目接種対応）
株式会社岡商店

委178 健康増進課 健康管理システム改修業務 株式会社ＲＫＫＣＳ

委179 農政課 阿萩地区サル捕獲業務委託 山口県阿萩地区猟友会

委180 農政課 阿北地区サル捕獲業務委託 山口県阿北猟友会
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委181 林政課 令和３年度　森林国営保険加入申込 阿武萩森林組合

委182 林政課 令和4年度　萩市樹木維持管理業務委託 阿武萩森林組合

委183 林政課
令和4年度　萩市樹木維持管理業務委託（伐倒駆

除）
阿武萩森林組合

委184 林政課
森林環境保全直接支援事業・下刈（育成単層林）業

務委託
阿武萩森林組合

委185 林政課 意向調査業務委託 阿武萩森林組合

委186 林政課 森と暮らしのつながり体験プログラム業務委託 株式会社萩・森倫館

委187 林政課 市有林整備・保育間伐（育成単層林）業務委託 阿武萩森林組合

委188 林政課 田床山市民の森草刈業務 阿武萩森林組合

委189 林政課
令和４年度森とつながるネットワークの深化・拡充

業務
株式会社萩・森倫館

委190 林政課 主伐・再造林業務委託 阿武萩森林組合

委191 林政課
市有林伐採木売払業務委託（主伐・再造林業務委

託）
阿武萩森林組合

委192 林政課
市有林伐採木売払業務委託（間伐・作業道開設業務

委託）
阿武萩森林組合

委193 林政課 間伐・作業道開設業務委託 阿武萩森林組合

委194 林政課 再造林業務委託 阿武萩森林組合

委195 農林水産整備課 浄蓮寺ため池地区実施計画策定業務 山口県土地改良事業団体連合会

委196 農林水産整備課 宇瀬ため池地区実施計画策定業務 山口県土地改良事業団体連合会

委197 農林水産整備課 林道福萩線他草刈業務委託（萩・川上地域） 株式会社北浦建設

委198 農林水産整備課 間伐材魚礁作製業務委託 阿武萩森林組合

委199 農林水産整備課 原山長沢線道路改良工事に伴う分筆登記業務
公益社団法人山口県公共嘱託登記

土地家屋調査士協会

委200 農林水産整備課 農業施設災害復旧工事に伴う測量設計業務 山口県土地改良事業団体連合会

委201 農林水産整備課
農業施設災害復旧工事に伴う測量設計業務（その

２）
山口県土地改良事業団体連合会

委202 農林水産整備課 一の井手頭首工操作管理業務 中津江１区青年部土七会

委203 農林水産整備課 上小川地区地形図作成・集団化業務 山口県土地改良事業団体連合会
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委204 商工振興課 道の駅「萩・さんさん三見」トイレ清掃管理業務 株式会社明石インター直売所

委205 商工振興課 道の駅萩往還施設清掃・緑地管理業務 一般財団法人　萩物産協会

委206 商工振興課 JR東萩駅乗車券類販売等業務 一般社団法人萩市観光協会

委207 商工振興課 海外販路開拓マーケィング支援業務
インタセクト・コミュニケーショ

ンズ株式会社

委208 商工振興課 萩市首都圏販路拡大プロモーション業務委託 スターツ出版株式会社

委209 商工振興課 萩循環まぁーるバス音声案内・画像データ変更業務 山口日野自動車株式会社

委210 企業誘致推進課 明木中学校跡地に係る測量・分筆登記業務
公益社団法人　山口県公共嘱託登

記土地家屋調査士協会

委211 観光課 公園施設及び公衆便所清掃等維持管理業務 萩公共サービス株式会社

委212 観光課 松陰神社前観光客数調査業務 萩公共サービス株式会社

委213 観光課 萩市萩往還夏木原交流施設管理業務 株式会社旭開発

委214 観光課 観光地ごみ収集業務 有限会社市民サービスセンター

委215 観光課 サメ防護ネット設置保管業務 山口県漁業協同組合

委216 観光課
令和４年度　指月公園・旧厚狭毛利家萩屋敷長屋料

金収納業務
一般社団法人萩市観光協会

委217 観光課 香雪園支障木伐採剪定業務 阿武萩森林組合

委218 観光課 菊ヶ浜駐車場管理業務 一般社団法人萩市観光協会

委219 文化財保護課 文化財施設公開活用業務委託
特定非営利活動法人NPO萩観光ガ

イド協会

委220 文化財保護課 天然記念物見島ウシ分散飼育業務
山口県農林総合技術センター農業

担い手支援部

委221 文化財保護課 天然記念物見島ウシ分散飼育業務
山口県農林総合技術センター畜産

技術部

委222 文化財保護課
文化財施設公開活用業務(史跡大板山たたら製鉄遺

跡)
福栄文化遺産活用保存会

委223 文化財保護課 佐々並市伝建地区小林家住宅公開・管理業務委託 萩往還佐々並どうしんてやろう会

委224 文化財保護課 浜崎伝建地区町並み交流施設等公開・管理業務委託 浜崎しっちょる会

委225 文化財保護課 萩市文化財保存活用地域計画作成業務
株式会社ジャパンインターナショ

ナル総合研究所

委226 まちじゅう博物館推進課 平安古かいまがり交流館管理業務 平安古町内会
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委227 まちじゅう博物館推進課 渡辺蒿蔵旧宅公開活用業務
特定非営利活動法人ＮＰＯ萩観光

ガイド協会

委228 萩博物館 萩博物館管理運営業務委託
特定非営利活動法人　NPO萩まち

じゅう博物館

委229 萩博物館 萩博物館駐車場管理業務 萩公共サービス株式会社

委230 萩博物館 不活性ガス消火設備保守業務 株式会社初田製作所

委231 萩博物館 自動制御設備点検業務 日本電技株式会社山口営業所

委232 萩博物館 萩博物館燻蒸業務 山陽クリーンサービス有限会社

委233 萩・明倫学舎推進課 萩・明倫学舎管理運営業務 萩明倫学舎

委234 萩・明倫学舎推進課 旧明倫小学校三号館電話設備設置業務 西日本電信電話株式会社山口支店

委235 土木課 三見地区道路維持管理業務委託 三見床並町内会

委236 土木課
道路台帳管理システム及び閲覧システム保守業務委

託
株式会社パスコ山口支店

委237 土木課 道路賠償責任保険料
公益社団法人全国市有物件災害共

済会中国地区事務局

委238 土木課 河川進入防止柵設置業務委託 指月建設株式会社

委239 土木課
令和4年度萩市土木施設災害復旧事業に伴う測量設

計業務委託
株式会社タマエンジニアリング

委240
土木課

（福祉政策課）
市道相島学校線支障木伐採業務委託 阿武萩森林組合

委241 土木課 道路台帳修正・管理システム更新業務委託 株式会社パスコ山口支店

委242 建築課 市営住宅玉江団地エレベーター保守点検業務
日本オーチス・エレベータ株式会

社中国支店

委243 建築課
市営住宅無田ヶ原口団地Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ棟エレベー

ター維持管理業務

株式会社日立ビルシステム中国支

社

委244 建築課 令和４年度萩市木造住宅耐震診断調査業務 一般社団法人山口県建築士会

委245 会計課 令和４年度萩市指定金融機関事務取扱手数料 株式会社山口銀行

委246 会計課
萩市庁内事務用品注文システム管理・運営・保守業

務

株式会社大和コンピューターセン

ター

委247 教育政策課 全国市長会学校災害賠償保障保険 全国市長会

委248 教育政策課 須佐スクールバス運転業務 有限会社松原

委249 教育政策課 通学バス運行・車両管理業務 防長交通株式会社
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委250 教育政策課 小学校ガスヒートポンプエアコン保守点検業務 山口県LPガス協会萩支部

委251 教育政策課 萩市立萩西中学校エレベーター保守点検業務
日本オーチス・エレベータ株式会

社中国支店

委252 学校教育課 萩市GIGAスクールサポーター業務 株式会社学映システム

委253 学校教育課 萩市立小中学校児童生徒心電図検査委託業務
公益財団法人　山口県予防保健協

会

委254 学校教育課 児童生徒の尿検査業務
一般財団法人山口県学校保健予防

会

委255 学校教育課
萩市立小中学校児童生徒（旧萩市）歯科定期健康診

断等委託業務
一般社団法人萩市歯科医師会

委256 学校教育課
萩市立小中学校児童生徒（地域）歯科定期健康診断

等委託業務
一般社団法人阿武歯科医師会

委257 学校教育課 萩市立小・中学校児童生徒定期健康診断等委託業務 一般社団法人　萩市医師会

委258 学校教育課 校務用・教育用ＰＣサポート業務 山口視聴覚機器株式会社

委259 学校教育課 教育系サーバシステム保守業務 富士通Japan株式会社

委260 学校教育課 学校給食用昇降機点検業務 オーカ装置工業株式会社

委261 学校教育課 萩市小・中学校教職員定期健康診断委託業務
公益財団法人　山口県予防保健協

会

委262 学校教育課 小中学校における災害共済給付契約及び共済掛金
独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンター

委263 文化・生涯学習課 萩市民館管理運営業務 萩公共サービス株式会社

委264 スポーツ振興課 萩市民体育館管理業務 萩公共サービス株式会社

委265 スポーツ振興課 萩ウエルネスパーク管理業務 萩公共サービス株式会社

委266 スポーツ振興課 萩市カヌー体験教室運営業務 萩市カヌー協会

委267 萩図書館 萩市立萩図書館管理運営業務
特定非営利活動法人　NPO萩みん

なの図書館

委268 萩図書館 萩図書館昇降機保全業務
株式会社日立ビルシステム中国支

社

委269 萩図書館 図書館電算システム保守点検業務 株式会社広島情報シンフォニー

委270 萩図書館 電子図書館及びADEAC運用業務 株式会社図書館流通センター

委271 萩図書館 萩市立図書館サーバ等機器更新業務 株式会社広島情報シンフォニー

委272 消防総務課 消防通信指令施設維持管理業務
エクシオグループ株式会社山口営

業所
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委273 消防総務課 非常用自家発電設備保守点検業務 新興電気工事株式会社

委274 消防総務課 高度救命処置用資器材点検業務 海井医科器械株式会社山口営業所

委275 警防課 緊急通報用電話に係る位置情報通知システムの提供 西日本電信電話株式会社山口支店

委276
田万川総合事務所地域振興

部門
田万川地域生活バス運転業務 有限会社吉崎組

委277
田万川総合事務所地域振興

部門
田万川地域彩り交流促進事業　花畑管理業務委託 萩アグリ株式会社

委278
むつみ総合事務所地域振興

部門
むつみ地域巡回バス運行業務 有限会社吉部運送

委279
むつみ総合事務所地域振興

部門
むつみ地域生活バス運転業務 有限会社吉部運送

委280
むつみ総合事務所産業振興

部門
むつみ地域彩り交流促進事業　花畑管理業務委託 むつみひまわり咲かせ隊

委281
須佐総合事務所地域振興振

興部門
須佐地域生活バス運転業務委託 有限会社松原

委282
須佐総合事務所地域振興振

興部門
須佐地区巡回バス運行業務 興和産業株式会社

委283
須佐総合事務所地域振興部

門
須佐地域彩り交流促進事業　花畑管理業務委託 農事組合法人弥富５区

委284 須佐公民館 須佐公民館元気な公民館活動事業
特定非営利活動法人　須佐元気な

まちづくりネット

委285 旭総合事務所地域振興部門
旭総合事務所地理情報システムGIS基本ソフトウェ

ア保守サービス業務
国土地図株式会社
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