
令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

1
式典・イベント等の企画・
運営、実施

危機管理部 危機管理・防災課
高知県総合防災訓練・地域防災フェス
ティバル開催に係る映像・音響委託業務

総合防災訓練での音響・映像機器の設置や操作等の
運営補助を行う。

2,702 R4年5月～R4年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9320

2
式典・イベント等の企画・
運営、実施

健康政策部 健康対策課 ワクチン接種会場運営等委託業務 ワクチン接種会場の運営等を実施する。 80,363 R4年4月～R4年9月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9092

3
式典・イベント等の企画・
運営、実施

子ども・福祉政策
部

地域福祉政策課 高知県戦没者追悼式実施業務 戦没者追悼式の実施・準備・動画配信を行う。 2,114 R4年6月～R4年11月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9664

4
式典・イベント等の企画・
運営、実施

子ども・福祉政策
部

長寿社会課
（旧　地域福祉政策課）

介護の日イベント開催委託業務
「介護の日」に合わせて行う普及・
啓発イベントを開催する。

5,547 R4年8月～R5年3月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月）
０８８－８２３－９６
３１

5
式典・イベント等の企画・
運営、実施

子ども・福祉政策
部

障害保健支援課 フォーラム開催委託業務 ギャンブル等依存症に関するフォーラムの開催業務 6,985 R4年8月～R4年11月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9669

6
式典・イベント等の企画・
運営、実施

子ども・福祉政策
部

障害保健支援課 農福連携イベント開催委託業務
農業等に取り組む障害者就労継続支援事業所の工
賃向上を図るためのマルシェの開催業務

7,099 R4年6月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9560

7
式典・イベント等の企画・
運営、実施

子ども・福祉政策
部

子育て支援課
（旧　少子対策課）

○ 子ども条例フォーラム開催委託料
子ども条例の目的や理念を周知・啓発するフォーラム
を開催する。

1,978 R4年9月～R5年3月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月） 823-9640

8
式典・イベント等の企画・
運営、実施

文化生活スポーツ
部

県民生活課 ○
消費者教育推進動画コンテスト実施委託
料

消費生活等に関する動画コンテストの募集等を行う。 2,128 R4年6月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-2382

9
式典・イベント等の企画・
運営、実施

文化生活スポーツ
部

スポーツ課 ○ スポーツ交流事業委託料 ラグビー等に関するスポーツ教室を実施する。 5,642 R4年6月～R4年12月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-4714

10
式典・イベント等の企画・
運営、実施

文化生活スポーツ
部

スポーツ課 ○ スポーツ交流事業委託料 陸上に関するスポーツ教室を実施する。 1,081 R5年1月～R5年3月 競争入札 4－四半期（1～3月） 823-4714

11
式典・イベント等の企画・
運営、実施

文化生活スポーツ
部

スポーツ課 ○ スポーツイベント開催等委託業務
10月に開催するスポーツ体験イベント「スポーツJAM
フェスタ」の運営業務を行う。

3,542 R4年6月～R4年10月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-4712

12
式典・イベント等の企画・
運営、実施

中山間振興・交通
部

移住促進課
関係人口創出・拡大事業（プロモーショ
ン）委託業務

Web会員組織「高知家ゆる県民倶楽部」の会員拡大に
向けたプロモーションを行う。

3,120 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9740

13
式典・イベント等の企画・
運営、実施

中山間振興･交通
部

鳥獣対策課 ○ ジビエ活用推進事業委託料
よさこいジビエ研究会、よさこいジビエフェア、処理頭
数調査、調理教室、商談会出展への支援などを行う。

4,462 R4年７月～R5年３月 競争入札 2－四半期（7～9月） 088-823-9039

14
式典・イベント等の企画・
運営、実施

中山間振興･交通
部

鳥獣対策課 ○ 狩猟の魅力発信事業委託料

狩猟の持つ魅力や役割への興味を持ってもらうため
狩猟フェスタ及びわな猟体験ツアーを一体的に実施す
る。また、経験の浅い狩猟者を対象とした捕獲技術向
上を目的とした勉強会を行う。

6,138 R4年７月～R5年３月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月） 088-823-9039

15
式典・イベント等の企画・
運営、実施

商工労働部 商工政策課
提案型就職ガイダンス等実施事業委託
業務

大学と連携した就職ガイダンスや、就職情報交換会の
企画・運営を行う。

8,491 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9692

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

- 1 -



令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
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業務名 業務の概要
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　（千円）
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令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

16
式典・イベント等の企画・
運営、実施

商工労働部 商工政策課
オンライン合同企業説明会等実施事業委
託業務

就職活動を夏期以降も継続している学生と県内企業
とのマッチングを図るとともに、就職活動前の学生に
対する県内就職への興味・関心を高めるため、オンラ
イン合同企業説明会やオンライン交流会の企画・運営
を行う。

8,162 R4年4月～R5年2月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9692

17
式典・イベント等の企画・
運営、実施

商工労働部 企業誘致課 関西機械要素技術展出展委託業務
関西圏で開催される商談会に出展し、産業団地等の
売り込みを直接行うことで、本県への誘致を行う。

4,144 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9693

18
式典・イベント等の企画・
運営、実施

商工労働部 雇用労働政策課 ○
高知県働き方改革推進キャンペーン実施
委託業務

働き方改革の必要性を周知し、実践する契機をつくる
ことにより、県内企業等の働き方改革の機運を高め
る。

2,614 R4年6月～R5年2月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9764

19
式典・イベント等の企画・
運営、実施

商工労働部 雇用労働政策課 留学生等就職支援事業委託業務
留学生等と県内事業者との出会いの場を設定し、県
内就職を支援することにより、県内の高度外国人材の
確保を図る。

1,300 R4年6月～R5年2月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9765

20
式典・イベント等の企画・
運営、実施

林業振興・環境部 林業環境政策課 森林環境学習フェア等開催委託料
森林環境学習に関するフェア及びバスツアーを開催
し、広く県民に森林環境保全の意識を理解し、関心を
深めていただくための情報発信等を行う。

12,558 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 821-4586

21
式典・イベント等の企画・
運営、実施

林業振興・環境部 林業環境政策課 フォーラム開催委託料

協働の森づくり事業の取組が16年目となり、協定企業
や市町村を中心に、企業のCSR活動の意義や地球温
暖化対策の重要性、木材利用によるCO2の削減等に
ついて学ぶフォーラムを開催するとともに、一般県民
の参加による協働の森づくりへの周知や、新たなパー
トナーの提携を目指す。

3,850 R4年7月～R5年2月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月） 821-4586

22
式典・イベント等の企画・
運営、実施

水産振興部
水産業振興課（旧水産流
通課）

見本市出展業務
シーフードショーに高知県ブースを設置し県産水産物
のPR及び販路開拓を行う。

8,415 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-821-4552

23
式典・イベント等の企画・
運営、実施

土木部 技術管理課 ○
高知県優良建設工事施工者表彰委託業
務

優良建設工事施工者表彰の募集、審査会及び表彰式
並びに発表会の運営等を行う

3,000 R4年4月～R４年11月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9825

24 研修・講演会等 健康政策部
保健政策課
（旧　健康長寿政策課）

震災対策訓練委託業務

災害時医療救護計画に基づき設置する、保健医療調
整本部の活動について図上訓練を実施し、計画の検
証するとともに参加する県職員等の災害対応力の向
上を図る。

5,033 R4年7月～R5年3月 競争入札 2－四半期（7～9月） 823-9667

25 研修・講演会等
子ども・福祉政策
部

長寿社会課
（旧　地域福祉政策課）

高校生就職支援事業委託業務
県内の高校生を対象に、資格（介護職員初任者研修）
取得支援を行う。

4,202 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月）
０８８－８２３－９６
３１

26 研修・講演会等
子ども・福祉政策
部

長寿社会課
（旧　地域福祉政策課）

入門的研修事業委託業務
介護未経験者を対象に、介護に関する入門的研修を
開催する。

4,024 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月）
０８８－８２３－９６
３１

27 研修・講演会等
子ども・福祉政策
部

障害保健支援課 在宅就業促進支援事業委託業務
在宅就業を希望する障害者等を対象とした在宅就業
体験を中心とする研修会の実施

4,097 R4年6月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9560

28 研修・講演会等
子ども・福祉政策
部

子育て支援課
（旧　少子対策課）

○
少子化対策県民運動推進事業実施委託
料

少子化対策について県民の理解を深め、広がりのあ
る県民運動を推進するため、企業等における育休取
得促進を図るセミナーや、県民への機運醸成のため
のフォーラムを開催する。

3,689 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9640

29 研修・講演会等 産業振興推進部 計画推進課 ＳＤＧｓ推進事業（セミナー開催業務） ＳＤＧｓ推進セミナーを開催する。 5,060 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9049
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

30 研修・講演会等 産業振興推進部 計画推進課
ＳＤＧｓ推進事業（ワークショップ開催業
務）

ＳＤＧｓに関するワークショップを開催する。 2,427 R4年4月～R4年11月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9049

31 研修・講演会等 産業振興推進部
産学官民連携課（旧　産
学官民連携・起業推進
課）

起業支援業務（事業規模拡大支援事業）
高知県内の起業家に対し、事業規模拡大を支援する
プログラムを実施。

3,652 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9781

32 研修・講演会等 産業振興推進部
産学官民連携課（旧　産
学官民連携センター）

なりわいワイワイ塾実施委託業務 小規模事業者向け講座の企画・運営を実施。 2,096 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 821-7111

33 研修・講演会等 産業振興推進部
産学官民連携課（旧　産
学官民連携センター）

土佐経営塾実施委託業務 「土佐経営塾」の企画・運営を実施。 5,791 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 821-7111

34 研修・講演会等 商工労働部 商工政策課 採用力向上セミナー実施事業委託業務
県内企業が求める人材の採用につなげるノウハウを
得るためのセミナー及び個別支援の企画・運営を行
う。

4,808 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9692

35 研修・講演会等 商工労働部 商工政策課 企業の魅力発信支援事業委託業務
企業対象の求人広告作成支援等セミナー及び個別支
援の企画・運営を行う。

7,719 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9692

36 研修・講演会等 商工労働部 商工政策課
商工業事業継続計画策定支援事業委託
業務

県内の商工業者を対象とした自然災害・新型感染症
対応型ＢＣＰ策定講座及び訓練講座の企画・運営を行
う。

5,447 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9692

37 研修・講演会等 商工労働部 商工政策課
商工業事業継続力強化計画策定支援事
業委託業務

従業員49人以下の県内商工業者を対象にした自然災
害対応型の事業継続力強化計画策定講座の企画・運
営を行う。

6,082 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9692

38 研修・講演会等 商工労働部 産業デジタル化推進課 システム開発人材育成講座実施
県内企業が求める人材を育成するため、システム等
の開発に必要となる設計・開発・リリース・運用までの
知識・技術を習得する講座の企画運営を行う。

21,736 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9643

39 研修・講演会等 商工労働部 産業デジタル化推進課 Webデザイナー育成講座実施
県内企業が求める人材を育成するため、Webデザイン
に必要となる知識・技術を習得する講座の企画運営を
行う。

20,207 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9643

40 研修・講演会等 商工労働部 産業デジタル化推進課 デジタル変革基礎講座実施

企業の経営層を対象に、自社のビジネスにデジタル技
術を戦略的に活用し、製品・サービスを革新するため
の計画を企画・実行するための知識を習得する講座
の企画運営を行う。

12,815 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9643

41 研修・講演会等 商工労働部 産業デジタル化推進課 デジタルリテラシー講座実施
県内企業のデジタル化を促進するため、企業のデジタ
ル化担当者を対象に、デジタル化に必要な基礎知識・
スキル等を習得する講座の企画運営を行う。

16,473 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9643

42 研修・講演会等 商工労働部 産業デジタル化推進課 AIビジネス活用講座実施
一般企業のＡＩを活用したビジネス展開を促進するた
め、ＡＩに関する基礎知識の習得・活用体験を実施する
講座の企画運営を行う。

12,000 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9643

43 研修・講演会等 商工労働部 産業デジタル化推進課 AI技術人材育成講座実施
企業の誘致や実証実験の促進等のためAI開発の基
礎技術を持つ人材を育成する講座の企画運営を行
う。

5,324 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9643

44 研修・講演会等 商工労働部 産業デジタル化推進課 ソフトウェア品質管理講座実施
ソフトウェアの品質管理に関する基礎・実践知識・技
術を習得する講座の企画運営を行う。

5,775 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9643
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

45 研修・講演会等 商工労働部 産業デジタル化推進課 デジタルクリエイター育成講座実施
県内企業が即戦力として求める人材を育成するため、
デジタルを用いたクリエイティブスキルを習得する講座
の企画運営を行う。

11,921 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9643

46 研修・講演会等 商工労働部 産業デジタル化推進課 高知デジタルカレッジ運営 高知デジタルカレッジの運営管理を行う。 14,227 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9643

47 研修・講演会等 商工労働部 企業誘致課
立地企業キャリアアップ研修事業委託業
務

事務系立地企業の従業員の正社員登用や中核人材
になるために必要な知識等の習得を目的とした人材
育成研修を行う。

13,309 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9881

48 研修・講演会等 商工労働部 企業誘致課 合同企業説明会開催委託業務
企業における円滑な人材確保を支援するための合同
企業説明会・企業見学会を行う。

3,645 R4年4月～R4年10月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9881

49 研修・講演会等 商工労働部 雇用労働政策課
高知県働き方改革推進職場リーダー養
成事業委託業務

自律的に働き方改革を推進できる組織づくりを目指
し、企業内での働き方改革の軸となる職場リーダーを
養成する。

1,767 R4年4月～R4年9月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9764

50 研修・講演会等 商工労働部 雇用労働政策課 ○
高知県働き方改革トップセミナー委託業
務

働き方改革の必要性について理解を深めるための経
営者向けセミナーを開催する。

2,558 R4年4月～R5年1月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9764

51 研修・講演会等 観光振興部 地域観光課 ○ セミナー開催等委託業務 農泊関連セミナーの開催等を行う。 2,000 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9706

52 研修・講演会等 農業振興部 農業担い手支援課 経営支援講座実施委託業務 講座開催に係る業務を行う。 1,000 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-821-4512

53 研修・講演会等 農業振興部
農産物マーケティング戦
略課

○
６次産業化人材育成研修会の開催業務
委託料

６次産業化に取り組む人材を育成するための研修会
を開催する。

6,919 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-821-4537

54
研修・講演会等、調査・集
計・データ入力、データ
ベース作成

農業振興部
農産物マーケティング戦
略課

○ 直販所経営力向上支援業務委託料

個々の直販所の経営力を高めるため、相互発展を目
的としたネットワークの構築を目指し、商品交流のモデ
ルケースづくりや直販所間のマッチング、地域での検
討会を開催する。

3,000 R4年6月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-821-4537

55 情報システムの運用管理 総務部 広報広聴課 高知県ホームページ運用保守業務 高知県ホームページシステム（CMS）の運用保守 3,736 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和4年度3月末 088-823-9046

56 情報システムの運用管理 総務部 デジタル政策課
令和４年度グループウェア（公開羅針盤Ｖ
４）運用保守委託業務

庁内のグループウェアの運用保守を行う。 5,166 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 823-9894

57 情報システムの運用管理 総務部 デジタル政策課
令和４年度インターネット接続用仮想端
末基盤運用保守委託業務

県庁ネットワークのインターネット接続用仮想化基盤
(VDI)の運用保守

10,934 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 823-9773

58 情報システムの運用管理 総務部 財政課 決算支援システム保守等委託業務 システム運用のための保守を行う。 4,092 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9304

59 情報システムの運用管理 危機管理部 危機管理・防災課 防災行政無線システム保守委託業務 防災行政無線の地上系設備の点検を行う。 45,815 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 088-823-9339
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

60 情報システムの運用管理 危機管理部 危機管理・防災課 防災行政無線システム保守委託業務 防災行政無線の衛星系設備の点検を行う。 6,997 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 088-823-9339

61 情報システムの運用管理 健康政策部
保健政策課（旧　健康長
寿政策課）

○ 健康づくり支援システム運用等委託業務
「高知県健康づくり支援システム」の円滑な運用や品
質向上を図るために、システムの運用等を行う。

1,364 R4年4月～R5年3月 競争入札 4－四半期（1～3月） 823-9683

62 情報システムの運用管理 水産振興部
水産業振興課
（旧 漁業振興課）

漁海況情報システム運用保守委託業務 機器及びソフトウェアの保守管理を行う。 1,595 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4613

63 情報システムの運用管理 水産振興部
水産業振興課
（旧 漁業振興課）

データベースシステム運用保守委託業務
高知マリンイノーベーションデータベースシステムの運
用保守業務を行う。

1,950 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4829

64 情報システムの運用管理 土木部 技術管理課
電子納品保管管理システム運用保守委
託業務

電子納品保管管理システムお及び工事図面履歴管理
システムの運用

3,663 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9826

65 情報システムの運用管理 土木部 住宅課
県営住宅管理システム運用保守委託業
務

家賃決定・収納管理を行うシステムの運用保守を行う 2,772 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 823-9855

66 情報システムの運用管理 土木部 住宅課
県営住宅管理システム帳票出力等委託
業務

収納管理に関する帳票の印刷を行う 1,555 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 823-9855

67
情報システムの構築・運
用管理

総務部 デジタル政策課
令和４年度高知県RPA推進事業委託業
務

RPA適用業務拡大に伴うシナリオ作成及び支援、シナ
リオ作成研修等を行う。

32,725 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9894

68
情報システムの構築・運
用管理

総務部 財政課
予算編成支援システム再構築等委託業
務

システムの再構築及び運用保守を行う。 128,506 R4年6月～R11年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9302

69
情報システムの構築・運
用管理

危機管理部 危機管理・防災課 総合防災情報システム更新等委託業務
高知県総合防災情報システムの更新及び保守業務を
行う。

412,170 R4年9月～R10年3月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月） 088-823-9339

70
情報システムの構築・運
用管理

子ども・福祉政策
部

障害福祉課
障害者手帳交付システム再構築等委託
業務

障害者手帳交付システムの再構築等を行う。 37,416 R4年7月～R10年３月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9634

71
情報システムの構築・運
用管理

子ども・福祉政策
部

子ども家庭課（旧　子ど
も・子育て支援課）

児童扶養手当管理システム改修業務 児童扶養手当管理システムの更新を行う。 10,093 R4年5月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9654

72
情報システムの構築・運
用管理

子ども・福祉政策
部

子ども家庭課（旧　子ど
も・子育て支援課）

母子父子寡婦福祉資金貸付金システム
更新業務

母子父子寡婦福祉資金貸付金システムの更新を行
う。

11,633 R4年5月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9654

73
情報システムの構築・運
用管理

農業振興部 農業担い手支援課 開発等委託業務 シミュレーション型学習システムの開発を行う。 15,728 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-821-4512

74
情報システムの構築・運
用管理

農業振興部 協同組合指導課 貸付金管理システム構築委託業務
システム言語その他の老朽化に伴い農業近代化資金
貸付システムと水産業制度資金貸付システムを統合
し再構築を行う。

7,886 R4年４月～R5年３月 一般競争入札 1－四半期（4～6月）
０８８－８２１－４５
２１
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

75
情報システムの構築・運
用管理

農業振興部 農業イノベーション推進課 ＩｏＰクラウド運用等管理委託料 IoPクラウドの運用保守にかかる管理業務 32,600 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 821-4570

76
情報システムの構築・運
用管理

農業振興部 農業イノベーション推進課 ○ 出荷予測システム基盤構築委託料
出荷量を予測するAIエンジンのIoPクラウドへの実装を
委託する

6,000 R4年7月～R5年2月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 821-4570

77
情報システムの構築・運
用管理

林業振興・環境部 環境計画推進課
web版環境パスポートシステム構築委託
業務

環境負荷を見える化するシステムを構築する。 6,600 R4年6月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 821-4538

78
情報システムの構築・運
用管理

林業振興・環境部 自然共生課 新研究棟公衆無線ＬＡＮ整備委託業務
高知県立牧野植物園内の新研究棟の公衆無線ＬＡＮ
整備を行う。

3,641 R4年11月～R5年2月 競争入札 3－四半期（10～12月） 821-4868

79
情報システムの構築・運
用管理

水産振興部
水産業振興課
（旧 漁業振興課）

情報発信システム構築等委託業務
漁場予測などの各種情報を提供する情報発信システ
ムの構築等を行う。

39,570 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 821-4829

80
情報システムの構築・運
用管理

土木部 道路課 道路カメラシステム運用保守委託業務
道路状況の把握による危機管理体制の充実や道路
利用者への情報提供を担う道路カメラシステムの運用
保守を行う。

1,496 R4年10月～R5年3月 競争入札 2－四半期（7～9月） 823-9828

81
情報システムの構築・運
用管理

土木部 道路課 道路情報端末更改委託業務 パソコン更新に伴う、システムの再構築を行う。 4,923 R4年5月～R4年7月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9828

82
情報システムの構築・運
用管理

土木部 道路課 道路台帳管理システム保守委託業務
道路管理業務等の効率化及び地方交付税の基礎数
値算出を行うシステムの運営を行う。

9,734 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 823-9828

83
情報システムの構築・運
用管理

土木部 公園下水道課
新都市公園台帳管理システム改修委託
業務

都市公園台帳システムの改修を行う。 15,312 R4年5月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9853

84
ホームページの企画・政
策

健康政策部
保健政策課
（旧　健康長寿政策課）

インターネットホームページ作成等委託
業務

従来、集合形式で実施をしていた研修を、新型コロナ
ウイルス感染拡大の防止の観点から、WEBを活用した
研修にするため、研修動画撮影、編集、動画を掲載す
るホームページの作成を行う。

2,953 R4年6月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9667

85
ホームページの企画・政
策

子ども・福祉政策
部

障害保健支援課
インターネットホームページ作成等委託
業務

就労継続支援事業所が販売する商品等を掲載した
ホームページを作成し、商品等のPRを行う。

1,782 R4年6月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9560

86
ホームページの企画・政
策

商工労働部 商工政策課
高知県学生向け県内企業情報発信ホー
ムページ運用保守委託業務

「高知求人ネット」学生向けＨＰの運用保守及び一部
改修を行う。

1,722 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9692

87
ホームページの企画・政
策

農業振興部 農業イノベーション推進課 ○
インターネットホームページ運用等委託
料

IoPプロジェクトの広報に係るホームページの運用保
守等

3,725 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4570

88
ホームページの企画・政
策

水産振興部
水産業振興課（旧水産流
通課）

インターネットホームページ修正等委託
業務

県産水産物をPRするホームページのコンテンツ更新
等を行う。

1,174 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 088-821-4611

89
ホームページの企画・政
策

土木部 住宅課
空き家対策専用ホームページ作成委託
業務

空き家対策の専用ホームページを作成する 2,200 未定 競争入札 未定 823-9859
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

90
ホームページの企画・政
策、映像、CM作成・放映

水産振興部
水産業振興課
（旧 漁業振興課）

情報発信委託業務
県産あゆの県内外における知名度向上を図るための
情報発信業務を行う。

7,244 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 821-4606

91
調査・集計・データ入力、
データベース作成

総務部 広報広聴課
令和４年度高知県県民世論調査委託業
務

調査票の印刷、発送、集計などを行う。 3,407 R4年7月～R5年1月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9898

92
調査・集計・データ入力、
データベース作成

子ども・福祉政策
部

長寿社会課
（旧　地域福祉政策課）

介護事業所実態調査委託業務
県内の各施設・事業所を対象に、       
 採用や定着等人材確保に関する実態調査を行う。

3,498 R4年8月～R4年12月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月）
０８８－８２３－９６
３１

93
調査・集計・データ入力、
データベース作成

子ども・福祉政策
部

子育て支援課
（旧　少子対策課）

○ 県民意識調査委託料
出会いから結婚、子育てまでの切れ目のない支援を
推進していくうえでの基礎資料を得る。

3,112 
R4年7月～R4年11月又は

12月
競争入札 2－四半期（7～9月） 823-9640

94
調査・集計・データ入力、
データベース作成

文化生活スポーツ
部

文化国際課
（旧　国際交流課）

○ 地域日本語教育実態調査 地域の日本語教育の実態等に関する調査の実施 3,350 R4年5月～ 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9605

95
調査・集計・データ入力、
データベース作成

文化生活スポーツ
部

県民生活課 食品ロス実態調査委託業務
家庭から発生する食品ロスの実態を組成調査を実施
することで把握する。

1,991 R4年9月～R5年1月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月） 088-823-2382

96
調査・集計・データ入力、
データベース作成

文化生活スポーツ
部

県民生活課 消費者教育推進計画状況調査委託業務 消費生活等に関する調査を行う。 2,838 R4年4月～R4年12月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-2382

97
調査・集計・データ入力、
データベース作成

文化生活スポーツ
部

スポーツ課 観光客動向調査委託業務
プロスポーツキャンプ等への県外観光客の動態を把
握するための調査を行う。

1,365 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-4714

98
調査・集計・データ入力、
データベース作成

中山間振興･交通
部

鳥獣対策課
指定管理鳥獣捕獲等事業計画策定調査
委託料

シカの捕獲を行う区域において、生息密度の調査等を
行う。

5,000 R4年６月～R5年３月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9039

99
調査・集計・データ入力、
データベース作成

商工労働部 商工政策課 大学生Ｕターン就職実態調査委託業務
県内企業の大学生採用実態調査及び大学生のUター
ン就職状況調査を行う。

2,678 R4年5月～R4年8月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9692

100
調査・集計・データ入力、
データベース作成

商工労働部 企業誘致課
香南地域地下水変動状況等調査委託業
務

香南地域において、工業用水取水による地下水への
影響の調査を行う。

5,555 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9694

101
調査・集計・データ入力、
データベース作成

商工労働部 企業誘致課 企業信用調査委託業務 企業誘致等に関する信用情報の収集を行う。 1,584 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9881

102
調査・集計・データ入力、
データベース作成

商工労働部 企業誘致課
誘致企業発掘チャネル拡大推進事業委
託業務

インターネット広告を活用し、本県の立地環境等の魅
力を発信するとともに、企業立地案件の掘り起こしを
行う。

6,677 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9881

103
調査・集計・データ入力、
データベース作成

農業振興部 農業基盤課 農業水利施設等実態調査委託業務
物部川水利権の受益地において、限られた水資源を
効率的かつ効果的に配水するため、受益地や施設等
の基本調査を行う。

14,432 契約締結～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-821-4562

104
調査・集計・データ入力、
データベース作成

林業振興・環境部 森づくり推進課 ○ 林業労働力等調査委託業務
林業就業者の就労状況、林業機械器具及び素材生産
量に関する調査及び分析業務を行う。

1,711 R4年8月～R4年9月 競争入札 6月～7月 088-821-4571
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

105
調査・集計・データ入力、
データベース作成

林業振興・環境部 森づくり推進課 ○ 森林計画データ入力委託業務
森林GISの精度向上を図るため、森林GISに登載する
間伐等施業履歴データの作成を行う。

2,200 R4年6月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-821-4574

106
調査・集計・データ入力、
データベース作成

林業振興･環境部 木材産業振興課 ○
令和4年度特用林産物生産統計調査委
託業務

統計法の一般統計調査に位置づけられた県内の特用
林産物の生産量等の調査を行う。

3,188 R4年９月～R5年3月 競争入札 2－四半期（7～9月） 821-4591

107
調査・集計・データ入力、
データベース作成

林業振興・環境部 治山林道課 衛生デジタル画像整備委託料
県内全域の衛生デジタル画像データ、オルソ化データ
を整備を行う。

3,230 R4年12月～R5年３月 競争入札 3－四半期（10～12月） 088-821-4591

108
調査・集計・データ入力、
データベース作成

林業振興・環境部 治山林道課 保安林台帳異動状況調査委託料 保安林台帳を土地登記簿情報により修正を行う。 1,443 R4年９月～R5年３月 競争入札 2－四半期（7～9月） 088-821-4591

109
調査・集計・データ入力、
データベース作成

林業振興・環境部 環境計画推進課
県有施設太陽光発電設備設置調査委託
業務

県有施設に自家消費型太陽光発電設備を計画的に
導入するための基礎調査を行う。

15,000 R4年6月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 821-4538

110
調査・集計・データ入力、
データベース作成

林業振興・環境部 環境計画推進課 温室効果ガス排出量算定委託業務 県全体の温室効果ガス排出量の算定業務を行う。 1,375 R4年10月～R5年3月 競争入札 2－四半期（7～9月） 821-4841

111
調査・集計・データ入力、
データベース作成

林業振興・環境部 環境計画推進課 県有施設充電設備設置調査委託業務
県有施設への充電設備の設置に係る基礎調査を行
う。

3,588 R4年5月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4841

112
調査・集計・データ入力、
データベース作成

林業振興・環境部 自然共生課 四万十川流域住民意識調査業務
四万十川条例の目的の達成状況を把握し、進行管理
を行うために必要な住民意識調査を行う。

2,662 R4年6月～R4年12月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4863

113
調査・集計・データ入力、
データベース作成

水産振興部 漁業管理課 漁業権漁場基点測量調査委託業務
漁業権漁場基点の調査測量の実施と基点情報の
データベース作成

12,351 R4年6月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4608

114
調査・集計・データ入力、
データベース作成

水産振興部
水産業振興課
（旧 漁業振興課）

藻場分布調査等委託業務
ブルーカーボンの取組を推進するために県内藻場の
分布等の調査を行う。

29,480 契約日～R7年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4606

115
調査・集計・データ入力、
データベース作成

水産振興部
水産業振興課
（旧 漁業振興課）

漁獲尾数等自動計測機器開発業務 漁獲尾数等自動計測機器の開発を行う。 9,900 契約日～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4606

116
調査・集計・データ入力、
データベース作成

水産振興部 漁港漁場課 ○ 漁港港勢調査委託業務
県下88漁港における港勢について、調査表の記載内
容審査・確認及びデータの入力・整理を行う。

3,300 R4年11月～R5年3月 競争入札 3－四半期（10～12月） 821-4615

117
調査・集計・データ入力、
データベース作成

水産振興部 漁港漁場課 ○ 漁港台帳整備委託業務
県管理漁港において、前年度実施した漁港の改良事
業等について、漁港台帳データの補正（追加・修正）を
行う。

4,675 R4年10月～R5年3月 競争入札 2－四半期（7～9月） 821-4615

118
調査・集計・データ入力、
データベース作成

土木部 土木政策課
経営事項審査申請書等パンチ入力業務
委託料

建設業者から提出を受けた経営事項審査等申請書の
データ化をおこなう。

1,364 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9815

119
調査・集計・データ入力、
データベース作成

土木部 土木政策課
土木工事資材単価調査及び調整処理委
託業務

土木工事資材単価調査及び平均処理を行う。 16,051 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9826
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

120
調査・集計・データ入力、
データベース作成

土木部 土木政策課 土木工事資材単価調査委託業務 土木工事資材単価調査を行う。 13,770 R4年12月～R5年6月 競争入札 3－四半期（10～12月） 088-823-9826

121
調査・集計・データ入力、
データベース作成

土木部 道路課 橋梁等点検マニュアル運用支援業務
橋梁補修の効率的な執行を行うための計画検討を行
う。

7,689 R4年6月～R5年1月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9832

122 広報紙、資料等の作成 総務部 広報広聴課 広報紙編集等委託業務 広報紙の制作 25,255 R5年2月～R8年2月 随意契約（企画提案） 4－四半期（1～3月） 088-823-9046

123 広報紙、資料等の作成 健康政策部 薬務衛生課 ○ 令和４年度健康づくり等啓発委託業務
後発医薬品使用促進等を啓発するため、TVCM等の
作成及び啓発資材の作成等を行う。

5,245 R4年9月～R5年3月 競争入札 2－四半期（7～9月） 088-823-9682

124 広報紙、資料等の作成
文化生活スポーツ
部

県民生活課 広告制作委託業務 食品ロス削減の普及啓発広告の作成・掲載を行う。 1,760 R4年6月～R5年2月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-2382

125 広報紙、資料等の作成 産業振興推進部 計画推進課 パンフレット作成業務 産業振興計画支援策活用ガイドの作成を行う。 1,724 R4年4月～R4年6月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9049

126 広報紙、資料等の作成 産業振興推進部 計画推進課 ＳＤＧｓ推進事業（ガイドブック作成業務） こうちＳＤＧｓガイドブックの作成を行う。 3,359 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9049

127 広報紙、資料等の作成 産業振興推進部 計画推進課 ＳＤＧｓ推進事業（雑誌制作業務） ＳＤＧｓに関する雑誌の制作を行う。 3,300 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9049

128 広報紙、資料等の作成 商工労働部 商工政策課 学生対象の情報発信事業委託業務
Ｕターン就職サポートガイドやSNS等を活用した、学生
に向けた情報発信を行う。

9,164 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9692

129 広報紙、資料等の作成 商工労働部 工業振興課 パンフレット作成委託業務
伝統的工芸品等に関するデジタルパンフレットの作成
を行う。

5,907 R4年5月～R4年12月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9720

130 広報紙、資料等の作成 商工労働部 企業誘致課 立地企業ガイドブック作成委託業務 事務系立地企業紹介冊子の作成、印刷、配布を行う。 1,152 R4年4月～R4年9月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9881

131 広報紙、資料等の作成 商工労働部 雇用労働政策課 高知県立高等技術学校広報委託業務
効果的な広報活動を実施するため、オンライン広告を
行う。また、県内高校生等に高等技術学校を知っても
らうため、オープンキャンパスを行う。

2,233 R4年6月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9765

132 広報紙、資料等の作成 林業振興・環境部 環境計画推進課 冊子作成委託業務
脱炭素社会推進アクションプランの取組を推進するた
めの冊子を作成、配付する。

1,788 R4年4月～R4年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4841

133 広報紙、資料等の作成 林業振興・環境部 林業大学校 ○ 高知県立林業大学校広報委託業務
学校案内、パンフレット等の制作発送、WEB広報その
他広報業務を行う

12,782 R4年4月～R5年３月 随意契約（企画提案） 4－四半期（1～3月） 0887-52-0784

134 映像、CM作成・放映 総務部 広報広聴課
令和４年度産業振興計画広報番組制作
放送委託業務

広報番組の制作・放送 4,297 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9046
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
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契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

135 映像、CM作成・放映 総務部 広報広聴課
令和４年度グリーン化広報番組制作放送
委託業務

広報番組の制作・放送 2,327 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9046

136 映像、CM作成・放映 総務部 広報広聴課
令和４年度南海トラフ地震対策広報番組
制作放送委託業務

広報番組の制作・放送 2,327 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9046

137 映像、CM作成・放映 総務部 広報広聴課
令和４年度日本一の健康長寿県構想広
報番組制作放送委託業務

広報番組の制作・放送 2,327 R4年6月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9046

138 映像、CM作成・放映 総務部 広報広聴課
令和４年度中山間対策広報番組制作放
送委託業務

広報番組の制作・放送 2,327 R4年7月～R5年3月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月） 088-823-9046

139 映像、CM作成・放映 総務部 広報広聴課
令和４年度観光振興広報番組制作放送
委託業務

広報番組の制作・放送 4,297 R4年8月～R5年3月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月） 088-823-9046

140 映像、CM作成・放映 総務部 広報広聴課
令和４年度教育改革広報番組制作放送
委託業務

広報番組の制作・放送 2,327 R4年9月～R5年3月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月） 088-823-9046

141 映像、CM作成・放映 総務部 広報広聴課
令和４年度デジタル化広報番組制作放送
委託業務

広報番組の制作・放送 2,327 R4年10月～R5年3月 随意契約（企画提案） 3－四半期（10～12月） 088-823-9046

142 映像、CM作成・放映 総務部 広報広聴課
令和４年度SDGｓ広報番組制作放送委託
業務

広報番組の制作・放送 2,327 R4年12月～R5年3月 随意契約（企画提案） 3－四半期（10～12月） 088-823-9046

143 映像、CM作成・放映
子ども・福祉政策
部

地域福祉政策課 ひきこもりに関する啓発業務
ひきこもりに関する啓発動画についてTVCMで放映を
行う。

1,800 R4年6月～R5年12月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9090

144 映像、CM作成・放映
子ども・福祉政策
部

障害保健支援課 自殺対策啓発事業委託業務
自殺予防に関する啓発（テレビCM、新聞広告、イン
ターネット広告）

3,323 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9669

145 映像、CM作成・放映
子ども・福祉政策
部

子ども支援課（旧子ども・
子育て支援課）※契約は
少子対策課と合同で実施

広報委託料
出会い・結婚支援事業及び妊娠・出産、子育て支援事
業の動画コンテンツ作成及び広報デジタルプロモー
ションの実施

5,669 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823－9641

146 映像、CM作成・放映
子ども・福祉政策
部

子育て支援課
（旧　少子対策課）
※契約は旧 子ども・子育
て支援課と合同で実施

広報委託料
出会い・結婚支援事業及び妊娠・出産、子育て支援事
業の動画コンテンツ作成及び広報デジタルプロモー
ションの実施

6,994 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9640

147 映像、CM作成・放映
中山間振興・交通
部

交通運輸政策課 公共交通利用促進啓発事業委託業務 公共交通の利用促進のための広報宣伝を行う 11,592 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9735

148 映像、CM作成・放映 商工労働部 商工政策課 ものづくり動画等制作事業委託業務

将来を担う子どもたちに、「ものづくり」の楽しさや日常
生活とのつながりを知ってもらうための動画を制作す
るとともに、小学校の授業の中で当該動画を積極的に
活用してもらうため、教員向けの動画活用マニュアル
を作成する。

6,507 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9692

149 映像、CM作成・放映 商工労働部 企業誘致課
企業誘致活動基盤強化推進事業委託業
務

誘致活動において本県の立地環境等の魅力を訴求す
るためのデジタルコンテンツの制作を行う。

3,707 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9881
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号
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県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）
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の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

150 映像、CM作成・放映 観光振興部 観光政策課 観光情報発信支援業務委託
首都圏マスメディアへのパブリシティ活動への支援を
行う。

7,452 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9606

151 映像、CM作成・放映 農業振興部 農業担い手支援課 動画作成等委託業務 配信用動画の撮影および編集業務を行う。 1,422 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-821-4512

152 映像、CM作成・放映 農業振興部 農業担い手支援課 配信等委託業務
オンラインサービスへの配信登録及びプロモーション、
学習成果評価を行う。

3,322 R4年5月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-821-4512

153 検査業務 健康政策部 健康対策課 ○ 感染拡大傾向時検査等委託業務
感染拡大の傾向が見られる場合に、感染リスクが高
い環境にある等のため感染不安を感じる無症状の者
を対象に、無料で検査を実施する。

1,694,000 R4年4月～R4年10月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9674

154 検査業務 健康政策部 薬務衛生課 ○
令和４年度水質検査委託業務（海水浴場
水質検査等委託分）

県内6海水浴場において、現地での試料採取及び透
視度等の測定、並びにふん便性大腸菌群数の測定等
を行う。

3,025 R4年4月～R4年8月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9671

155 検査業務 健康政策部 薬務衛生課 ○
令和４年度水質検査委託業務（プール水
質検査委託分）

各保健所が採水したプール水63検体について、大腸
菌等の測定を行う。

1,430 R4年6月～R4年10月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9671

156 検査業務 健康政策部 薬務衛生課 ○
令和４年度水質検査委託業務（浴槽水等
水質検査委託分）

各保健所が採水した浴槽水等80検体について、レジ
オネラ属菌等の測定を行う。

1,496 R4年6月～R4年12月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9671

157 検査業務 林業振興・環境部 木材増産推進課 ○
令和4年度木材安定供給推進事業実施
確認業務委託　第1号

木材安定供給推進事業に係る検査業務のうち、現地
において事業の実施を確認する業務

2,000 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-821-4602

158 検査業務 林業振興・環境部 木材増産推進課 ○
令和4年度木材安定供給推進事業実施
確認業務委託　第2号

木材安定供給推進事業に係る検査業務のうち、現地
において事業の実施を確認する業務

3,000 R4年8月～R5年3月 競争入札 2－四半期（7～9月） 088-821-4602

159 検査業務 林業振興・環境部 木材増産推進課 ○
令和4年度造林事業実施確認業務委託　
第1号

造林事業に係る検査業務のうち、現地において事業
の実施を確認する業務

7,000 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-821-4602

160 検査業務 林業振興・環境部 木材増産推進課 ○
令和4年度造林事業実施確認業務委託　
第2号

造林事業に係る検査業務のうち、現地において事業
の実施を確認する業務

16,500 R4年8月～R5年3月 競争入札 2－四半期（7～9月） 088-821-4602

161 検査業務 林業振興・環境部 環境対策課 ○ 公共用水域水質調査委託業務

河川等の公共用水域の水質、底質等の分析調査を行
う。
　測定項目：ｐＨ、ＤＯ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ等
　測定地点：河川63、海域42、湖沼2

33,241 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4524

162 検査業務 林業振興・環境部 環境対策課 地下水水質調査委託業務
地下水の水質分析調査を行う。
　測定項目：Ｃｄ、ＣＮ等
　測定地点：約40

5,700 R4年5月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4524

163 検査業務 林業振興・環境部 環境対策課 道路交通騒音調査委託業務
道路に面する地域における自動車交通騒音調査を行
う。
　調査対象：2地点

1,300 R4年11月～R5年3月 競争入札 3－四半期（10～12月） 821-4524

164 検査業務 林業振興・環境部 環境対策課 ダイオキシン類濃度測定調査委託業務
ダイオキシン類の濃度測定調査を行う。
　調査対象：大気、水質、底質、地下水、土壌　計22検
体

2,800 R4年7月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4524
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

165 給食・調理 農業振興部 農業大学校 給食業務委託 学生の給食業務を行う。 5,202 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-892-3000

166
公共施設や設備の維持管
理・運営等

総務部 管財課 ○ 本庁舎清掃業務
庁舎の適切な維持管理のため、本庁舎の清掃業務を
行う。（建築物における衛生的環境の確保に関する法
律に基づく）

26,536 R4年7月～R5年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9322

167
公共施設や設備の維持管
理・運営等

総務部 管財課 ○ 西庁舎清掃業務
庁舎の適切な維持管理のため、西庁舎の清掃業務を
行う。（建築物における衛生的環境の確保に関する法
律に基づく）

10,097 R4年7月～R5年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9322

168
公共施設や設備の維持管
理・運営等

総務部 管財課 ○ 北庁舎清掃業務
庁舎の適切な維持管理のため、北庁舎の清掃業務を
行う。（建築物における衛生的環境の確保に関する法
律に基づく）

3,040 R4年7月～R5年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9322

169
公共施設や設備の維持管
理・運営等

総務部 管財課 一般廃棄物処理業務
庁舎の適切な維持管理のため、一般廃棄物処理業務
を行う。（廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づ
く）

10,484 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 823-9322

170
公共施設や設備の維持管
理・運営等

総務部 管財課 不燃物・粗大ゴミ処分業務
庁舎の適切な維持管理のため、不燃物・粗大ゴミ処理
業務を行う。（廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
基づく）

2,337 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 823-9322

171
公共施設や設備の維持管
理・運営等

総務部 管財課 ○
本庁舎・西庁舎雑排水槽・グリストラップ
等清掃業務

本庁舎・西庁舎の雑排水槽・グリストラップ等の清掃を
行う。（廃棄物処理及び清掃に関する法律・ビル管理
法に基づく）

2,577 R4年6月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9322

172
公共施設や設備の維持管
理・運営等

総務部 管財課 電話設備保守管理業務 本庁舎等の電話設備の保守管理を行う。 12,815 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 823-9322

173
公共施設や設備の維持管
理・運営等

総務部 管財課 電話交換設備等保守点検業務 本庁舎等の電話交換設備等の保守点検を行う。 9,636 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 823-9322

174
公共施設や設備の維持管
理・運営等

総務部 管財課 ○ 西庁舎設備保守業務
庁舎の適切な維持管理のため、西庁舎の設備保守業
務を行う。（建築物における衛生的環境の確保に関す
る法律に基づく）

17,160 R4年4月～R7年3月 競争入札 令和４年３月 823-9322

175
公共施設や設備の維持管
理・運営等

総務部 管財課 ○ 本庁舎空調設備保守点検業務
庁舎の適切な維持管理のため、本庁舎の空調設備の
保守点検業務を行う。（ガス事業法、冷凍保安規則、
消防法等に基づく）

3,993 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 823-9322

176
公共施設や設備の維持管
理・運営等

総務部 管財課 ○ 本庁舎自動制御機器保守点検業務 本庁舎の自動制御機器保守点検を行う。 1,177 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 823-9322

177
公共施設や設備の維持管
理・運営等

総務部 管財課 ○ 西庁舎空調設備保守点検業務
庁舎の適切な維持管理のため、西庁舎の空調設備の
保守点検業務を行う。（ガス事業法、冷凍保安規則、
消防法等に基づく）

2,453 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年３月 823-9322

178
公共施設や設備の維持管
理・運営等

総務部 管財課 〇 本庁舎等建築物・建築設備点検業務
本庁舎及び西庁舎の建物設備の点検を行う。（建築
基準法に基づく）

1,760 R4年9月～R5年3月 競争入札 2－四半期（7～9月） 823-9322

179
公共施設や設備の維持管
理・運営等

総務部 管財課 ○ 自家発電設備保守点検業務 本庁舎自家発電機の定期保守点検を行う。 1,841 R4年9月～R5年3月 競争入札 2－四半期（7～9月） 823-9322
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

180
公共施設や設備の維持管
理・運営等

危機管理部 危機管理・防災課
黒潮消防署航空機給油取扱所保安監督
及び日常点検等委託業務

航空機燃料給油取扱所（黒潮町）の日常点検を行う。 2,852 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9320

181
公共施設や設備の維持管
理・運営等

危機管理部 危機管理・防災課
黒潮消防署航空機給油取扱所施設点検
委託業務

航空機燃料給油取扱所（黒潮町）の定期点検を行う。 1,650 R4年8月～R4年10月 競争入札 2－四半期（7～9月） 088-823-9320

182
公共施設や設備の維持管
理・運営等

危機管理部 消防学校 ○ 庁舎清掃委託 庁舎の清掃を行う 1,210 R4年9月～R5年3月 競争入札 2－四半期（7～9月） 088-892-0087

183
公共施設や設備の維持管
理・運営等

健康政策部
健康対策課
（執行は薬務衛生課）

○ 宿泊療養施設運営委託業務 宿泊療養施設の運営支援等を行う。 3,453,279 R4年4月～R4年9月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9673

184
公共施設や設備の維持管
理・運営等

健康政策部 医療政策課 幡多看護専門学校施設等清掃業務 庁舎清掃業務 3,130 R4年8月～R8年7月 競争入札 2－四半期（7～9月） 0880-66-2525

185
公共施設や設備の維持管
理・運営等

健康政策部 中央東福祉保健所 庁舎清掃委託業務 庁舎清掃及びワックス掛けを行う。 1,836 R4年7月～R5年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 0887-53-3171

186
公共施設や設備の維持管
理・運営等

健康政策部 中央西福祉保健所 中央西福祉保健所庁舎清掃業務 中央西福祉保健所庁舎の清掃を行う。 1,217 R4年7月～R5年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 0889-22-1240

187
公共施設や設備の維持管
理・運営等

子ども・福祉政策
部

子ども家庭課（旧子ども・
子育て支援課）

旧高知県中央児童相談所機械警備業務
旧高知県中央児童相談所（大津甲770-1）の機械警備
を行う。

1,320 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9637

188
公共施設や設備の維持管
理・運営等

子ども・福祉政策
部

希望が丘学園 ○
令和４年度高知県立希望が丘学園警備
業務

児童が学園生活を安全・安心に送れるための夜間警
備

6,844 R4年4月～R5年3月 競争入札 4－四半期（1～3月） 088-866-2913

189
公共施設や設備の維持管
理・運営等

文化生活スポーツ
部

歴史文化財課 高知公園樹木伐採委託料 高知公園の支障木の伐採を行う。 1,342 R5年１月～R5年3月 競争入札 4－四半期（1～3月） 088-821-4761

190
公共施設や設備の維持管
理・運営等

文化生活スポーツ
部

県民生活課 ○ 設備改修等委託業務
交通安全こどもセンターのフェンス改修、焼却炉撤去、
ゴーカートコースの土砂崩れ修繕、国旗掲揚台の設置
を行う。

6,667 R4年6月～9月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9319

191
公共施設や設備の維持管
理・運営等

商工労働部 商工政策課 県有財産維持管理委託業務 中小企業団地内の県有地の草刈等を行う。 1,881 R4年5月～R5年1月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9789

192
公共施設や設備の維持管
理・運営等

商工労働部 雇用労働政策課
高知県就職支援相談センター事業及び
令和４年度就職氷河期世代サポート事業

・ジョブカフェこうちの運営
・就職氷河期世代（36 歳～51 歳）の就職及び職場定
着支援

106,720 R4年4月～R7年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9766

193
公共施設や設備の維持管
理・運営等

商工労働部 工業技術センター 空調機器保守管理業務 庁内空調機器の保守点検を行う。 2,243 R4年５月～R5年３月 競争入札 1－四半期（4～6月） 864-1111

194
公共施設や設備の維持管
理・運営等

商工労働部 工業技術センター 走査型電子顕微鏡保守点検委託業務 走査電子顕微鏡の保守点検を行う。 1,282 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 864-1111
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

195
公共施設や設備の維持管
理・運営等

商工労働部 工業技術センター
燃焼－イオンクロマトグラフ装置保守点
検業務

燃焼－イオンクロマトグラフ装置の保守点検を行う。 1,288 R4年11月～R5年１月 競争入札 3－四半期（10～12月） 864-1111

196
公共施設や設備の維持管
理・運営等

商工労働部 紙産業技術ｾﾝﾀｰ 庁舎清掃業務 庁舎清掃を行う 2,208 R4年7月～R5年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-892-2220

197
公共施設や設備の維持管
理・運営等

農業振興部 中央西農業振興センター 〇 土佐合同庁舎清掃業務 庁舎清掃を行う。 1,697 R4年7月～R5年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-852-7266

198
公共施設や設備の維持管
理・運営等

農業振興部 農業大学校 清掃業務委託 庁舎の清掃業務を行う。 1,379 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-892-3000

199
公共施設や設備の維持管
理・運営等

農業振興部 農業担い手育成センター ○ 庁舎清掃業務委託料 庁舎の清掃を行う 1,131 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 0880-24-0007

200
公共施設や設備の維持管
理・運営等

農業振興部 農業技術センター ○ ハウス被覆資材張替委託業務 ビニルハウスフィルムの張替委託。 3,333 R４年7月～R４年8月 競争入札 2－四半期（7～9月） 088-863-4911

201
公共施設や設備の維持管
理・運営等

農業振興部 農業技術センター ○ 庁舎清掃委託業務 本館・各棟の定期清掃等委託。 2,966 R４年7月～R５年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-863-4911

202
公共施設や設備の維持管
理・運営等

農業振興部 農業技術センター ○ 樹木剪定・草刈り等委託 農業技術センター内の樹木剪定・草刈り等委託。 1,513 R４年4月～R４年11月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-863-4911

203
公共施設や設備の維持管
理・運営等

林業振興・環境部 林業環境政策課 廃棄物処理委託料
工石山県民の森展望休憩所及び焼却炉の廃棄物の
収集、処理委託

5,693 R4年5月～R4年7月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4586

204
公共施設や設備の維持管
理・運営等

林業振興環境部 森林技術センター 〇 施設維持管理委託業務 構内の除草等の維持管理を行う 3,469 R4年5月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 0887-52-5105

205
公共施設や設備の維持管
理・運営等

林業振興・環境部 林業大学校 ○ 高知県立林業大学校清掃委託業務 学校校舎及び敷地の清掃業務を行う 1,592 R4年7月～R5年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 0887-52-0784

206
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部 道路課 電気保安施設点検業務 自家用電気工作物の点検業務を行う。 2,392 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和４年3月 823-9892

207
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部 安芸土木事務所 〇 室戸総合庁舎清掃業務 庁舎の清掃を行う。 1,757 R4年8月～R5年7月 競争入札 6月～7月 0887-34-3135

208
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部 高知土木事務所 ○ 高知土木事務所塵芥処理委託
高知土木事務所と鏡ダム管理事務所の塵芥処理を行
う。

1,650 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 882-8141

209
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部 高知土木事務所 ○ 高知土木事務所庁舎清掃委託 高知土木事務所の庁舎清掃業務を行う。 5,495 R4年7月～R7年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 882-8141
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

210
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部 高知土木事務所 ○ 県立五台山公園清掃委託業務
一般及び産業廃棄物の回収・集積、トイレ掃除を行
う。

3,601 R4年4月～R5年3月 競争入札 4－四半期（1～3月） 882-8143

211
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部 高知土木事務所 ○ 県立種崎千松公園清掃委託業務
一般及び産業廃棄物の回収・集積、トイレ掃除を行
う。

3,185 R4年4月～R5年3月 競争入札 4－四半期（1～3月） 882-8143

212
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部 高知土木事務所 ○ 県立鏡川緑地清掃委託業務
一般及び産業廃棄物の回収・集積、トイレ掃除を行
う。

2,541 R4年4月～R5年3月 競争入札 4－四半期（1～3月） 882-8143

213
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部 高知土木事務所 ○
県立五台山公園外２公園一般廃棄物収
集運搬委託業務

各公園の一般廃棄物の収集し、高知市清掃工場に運
搬し処分する。

3,226 R4年4月～R5年3月 競争入札 4－四半期（1～3月） 882-8143

214
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部 高知土木事務所 ○
高知港海岸地域の安全安心推進（清掃）
委託業務

横浜地区ほか海浜地に漂着する塵芥の収集運搬を行
う。

2,000 R4年5月～R4年11月 競争入札 1－四半期（4～6月） 882-8171

215
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部
高知土木事務所鏡ダム管
理事務所

○ 鏡ダム塵芥流木撤去委託業務 鏡ダム貯水池内の塵芥・流木処理を行う。 1,914 R4年6月～Ｒ5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 896-2437

216
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部
高知土木事務所鏡ダム管
理事務所

○ 鏡ダム管理設備点検委託業務 鏡ダムのダムコンの点検整備を行う。 4,873 R4年6月～Ｒ5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 896-2437

217
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部
高知土木事務所鏡ダム管
理事務所

○ 鏡ダムゲート点検整備委託業務 鏡ダムのゲート関連設備の点検整備を行う。 5,318 R4年6月～Ｒ5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 896-2437

218
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部 中央西土木事務所 ○ 伊野合同庁舎清掃委託業務 伊野合同庁舎の清掃を行う。 3,364 R4年7月～R5年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-893-2111

219
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部 中央西土木事務所 ○ 越知事務所清掃委託業務 越知事務所の清掃を行う。 1,138 R4年7月～R5年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-893-2111

220
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部 須崎土木事務所 庁舎清掃業務 庁舎の清掃を行う 2,900 R4年7月～R5年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 0889-42-1700

221
公共施設や設備の維持管
理・運営等

土木部 幡多土木事務所 中村合同庁舎外２庁舎清掃業務
中村合同庁舎、幡多土木事務所宿毛事務所庁舎及び
土佐清水合同庁舎の清掃を行う。

4,196 R4年7月～R5年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 0880-34-5222

222
計画策定、コンサルティン
グ業務

総務部 市町村振興課
令和４年度高知県水道広域化推進プラン
策定委託業務（施設統合に係る効果試
算）

高知県水道広域化推進プランに基づいて、更なる広
域化によるコスト削減を目標に、施設統合の可能性の
あるエリアを選定し、シミュレーションを行うとともに課
題や対応策等の整理を行う。

12,100 契約締結～R5年１月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9315

223
計画策定、コンサルティン
グ業務

総務部 デジタル政策課
高知県情報システム調達支援等委託業
務

デジタル政策課が行う調達支援等の業務をサポート
する。

16,148 R4年4月～R6年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9894

224
計画策定、コンサルティン
グ業務

子ども・福祉政策
部

障害福祉課 ○ 高知県障害者計画策定委託業務
次期高知県障害者計画の策定に向けたアンケート調
査の実施及び計画素案の作成を行う。

11,608 R4年6月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9633
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

225
計画策定、コンサルティン
グ業務

商工労働部 雇用労働政策課
高知県ワークライフバランス実践支援事
業委託業務

企業内での働き方改革の好循環を生む組織づくりに
向け、8か月程度継続したコンサルティングを実施す
る。

7,817 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9764

226
計画策定、コンサルティン
グ業務

農業振興部 農業担い手支援課
令和４年度事業戦略サポートセンター委
託業務

複合経営拠点等の事業戦略策定・実行のサポートを
行う。

12,221 R4年8月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-821-4807

227
計画策定、コンサルティン
グ業務

農業振興部 農業イノベーション推進課 配水計画策定委託料
次世代施設園芸団地及び農業担い手育成センターの
配水計画の策定

4,950 R4年6月～R4年10月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4583

228
計画策定、コンサルティン
グ業務

林業振興・環境部 森づくり推進課 事業戦略策定等支援業務 事業戦略策定及び実践に対する支援を行う。 13,750 R4年6月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-821-4571

229 普及、啓発業務 総務部 市町村振興課
マイナンバーカード普及促進事業委託業
務

高知県内の企業・商業施設等においてマイナンバー
カードの普及促進に向けた出張申請等の取組を行う。

18,057 R4.4月～R4.10月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9313

230 普及、啓発業務 総務部 市町村振興課 ○
啓発用広告制作等委託業務（R4参議院
議員通常選挙）

参議選の選挙期日等の周知を図るため、テレビ・ラジ
オスポット等の広告媒体による広告、啓発用物資作製
やイベント等の実施など、選挙時啓発を一括して委託
を行う。

8,365 R4年5月～7月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9314

231 普及、啓発業務 総務部 市町村振興課 ○
啓発用広告制作等委託業務（R5県議会
議員選挙）

県議選の選挙期日等の周知を図るため、テレビ・ラジ
オスポット等の広告媒体による広告、啓発用物資作製
やイベント等の実施など、選挙時啓発を一括して委託
を行う。

6,613 R5年1月～4月 随意契約（企画提案） 4－四半期（1～3月） 088-823-9314

232 普及、啓発業務 危機管理部 危機管理・防災課 防災情報提供アプリ啓発委託業務
新聞広告やWEB広告等により、防災情報提供アプリ
の啓発を行う。

3,365 R4年5月～R5年1月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9320

233 普及、啓発業務 健康政策部
保健政策課
（旧健康長寿政策課）

○ 健康づくり啓発事業委託料
生活習慣病リスクの改善につながる行動変容を促す
テレビCMの制作・放送等を行う。

7,342 R4年8月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9675

234 普及、啓発業務 健康政策部 国民健康保険課 特定健診受診勧奨業務 特定健診の受診勧奨業務を委託する。 14,392 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9646

235 普及、啓発業務 健康政策部 健康対策課 ○
がん検診受診率向上キャンペーン実施委
託業務

県民のがん検診への関心を高めるため、検診の意義
や重要性について周知を行うCMや新聞広告等を実
施。

9,685 R4年7月～R5年3月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月） 088-823-9674

236 森林整備 林業振興・環境部 森づくり推進課 ○ 県営林整備事業
ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式にて選定した事業体に約6ヶ年間事業
を委託し、森林整備(作業道開設、間伐)を行う。(宿毛
市：坂本地区)

43,000 R4年12月～R9年3月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月）
088-821
-4814

237 普及、啓発業務 林業振興・環境部 環境計画推進課
脱炭素社会推進アクションプラン普及啓
発事業委託業務

脱炭素社会推進アクションプランの取組を推進するた
め、新聞広告の掲載、シンポジウム及びセミナーの開
催等を行う。

11,163 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 821-4841

238 森林整備 林業振興・環境部 安芸林業事務所 ○
森林病害虫等防除事業（樹幹注入）委託
業務

県有林のマツ林に松くい虫防除の樹幹注入を行う。 6,334 R4年12月～R5年3月 競争入札
令和4年12月､令和5年1

月
0887-34-1181

239 森林整備 林業振興・環境部 安芸林業事務所 ○
森林病害虫等防除事業（樹幹注入）委託
業務

県有林のマツ林に松くい虫防除の樹幹注入を行う。 1,428 R4年12月～R5年3月 競争入札
令和4年12月､令和5年1

月
0887-34-1181
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

240
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

総務部 デジタル政策課 パソコン等サポート委託業務 １人一台パソコン等の修理を行う。 30,954 R4年4月～R5年3月 競争入札 令和4年3月 823-9773

241
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

危機管理部 危機管理・防災課
災害対策本部事務局等震災対策訓練実
施業務

南海トラフ地震を想定した県災害対策本部事務局の
運営訓練を関係機関と連携して実施するための訓練
計画の企画、運営支援を行う。

4,796 R4年6月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9320

242
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

危機管理部 危機管理・防災課 災害対策支部震災対策訓練実施業務
南海トラフ地震を想定した県災害対策支部の運営訓
練を関係機関と連携して実施するための訓練計画の
企画、運営支援を行う。

11,011 R4年6月～R5年1月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9320

243
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

危機管理部 消防政策課 電気工事士免状交付事務 電気工事士免状の交付 1,359 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9696

244
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

危機管理部 消防政策課 救急安心センター事業実施委託 電話での救急医療相談 7,480 R4年7月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9098

245
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部
保健政策課
（旧健康長寿政策課）

○ 健康づくり推進キャンペーン実施委託料 高知家健康パスポートの運用管理等を行う。 22,436 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 4－四半期（1～3月） 823-9675

246
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部
保健政策課
（旧健康長寿政策課）

○ 健康づくり推進キャンペーン実施委託料 県内事業所が取り組む健康経営の支援を行う。 5,750 R4年6月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9675

247
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部
保健政策課（旧　健康長
寿政策課）

特定健診受診促進事業委託料
ナッジ理論を活用した受診勧奨手引きを作成し、健診
受託医療機関へ送付を行う。

1,251 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9648

248
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部
保健政策課（旧　健康長
寿政策課）

○ 県民健康・栄養調査業務
県民健康・栄養調査に係る謝礼準備・保険契約及び
データ入力・確認・分析・報告書の作成を行う。

10,011 R4年6月～R5年3月 競争入札 2－四半期（7～9月） 823-9648

249
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部
保健政策課（旧　健康長
寿政策課）

事例集作成委託業務
糖尿病性腎症重症化予防プログラムの介入結果から
事例集を作成し、印刷・配布を行う。

2,101 R4年5月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9648

250
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部
保健政策課（旧　健康長
寿政策課）

○ 糖尿病患者療養実態調査委託業務
糖尿病患者の実態を把握するため、自己チェック型の
健康教育を兼ねた調査票の作成・送付及び調査結果
を入力・集計・分析を行う。

1,320 R4年5月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9648

251
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部
保健政策課（旧　健康長
寿政策課）

糖尿病重症化予防保健指導実施委託業
務

糖尿病予備群及び糖尿病患者（腎症軽度）に対して持
続血糖モニタリングを活用した測定及びICTを用いた
保健指導を実施する。

36,135 R4年5月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9648

252
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部
保健政策課（旧　健康長
寿政策課）

透析予防強化事業事例集作成委託業務
透析予防強化事業の介入事例を取りまとめ、事例集
を作成する。

2,970 R4年7月～R5年4月 競争入札 2－四半期（7～9月） 823-9649

253
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部 医療政策課 看護職員就業促進事業委託業務
①病院の紹介を載せた就職ガイドブックの制作及び発
送
②県内看護学生等を対象とした就職説明会の開催

3,014 R4年4月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9665

254
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部 健康対策課 ○
特定医療費等受給者証更新事務等委託
業務

指定難病の更新申請受付及び受給者証の交付等の
業務を行う。

43,815 R4年4月～R7年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9678
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

255
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部 薬務衛生課 ○
令和４年度水道広域支援組織検討委託
業務

水道事業体の職員が少ないことや、技術者が不足し
ていることを踏まえ広域的に支援できる組織の検討を
行う。

9,790 R4年４月～R5年2月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9577

256
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部 薬務衛生課 ○
令和４年度高知家あんしん会食推進の店
認証制度運営等委託業務

「高知家あんしん会食推進の店認証制度」の運用及び
認証基準を満たした飲食店を対象とした応援金の支
払等を行う。

296,150 R4年４月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9672

257
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部 安芸福祉保健所 ○ 清掃業務 安芸総合庁舎の清掃業務を行う。 7,469 Ｒ4年7月～Ｒ5年6月 競争入札 1－四半期（4～6月）
０８８７-３４-１１５
８

258
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部 安芸福祉保健所 ○ 警備業務 安芸総合庁舎の警備業務を行う。 6,603 Ｒ４年4月～Ｒ5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月）
０８８７-３４-１１５
８

259
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

健康政策部 安芸福祉保健所 ○ 環境衛生管理業務 安芸総合庁舎の環境衛生管理業務を行う。 1,706 Ｒ４年4月～Ｒ5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月）
０８８７-３４-１１５
８

260
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

子ども・福祉政策
部

障害保健支援課 震災対策訓練委託業務
大規模災害発生時における精神科医療体制を整備す
るため、県外からのDPAT受援訓練を委託して実施す
る。

5,434 R4年6月～R4年12月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9669

261
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

子ども・福祉政策
部

子育て支援課
（旧　少子対策課）

○
高知家の出会い・結婚・子育て応援団連
携強化事業委託料

応援団への情報提供や取組情報の収集など、応援団
との連携強化に係る事業

4,676 R4年5月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9640

262
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

子ども・福祉政策
部

療育福祉センター 庁舎清掃業務 平日日常清掃・定期清掃を行う 13,856 R4年7月～R6年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 844-1921

263
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

子ども・福祉政策
部

療育福祉センター 一般廃棄物収集運搬処分 一般廃棄物の収集運搬処分 1,162 R4年4月～R5年3月 競争入札 R4年3月 844-1921

264
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

子ども・福祉政策
部

幡多児童相談所 〇 一時保護実施特別委託 緊急時の一時保護 4,180 R4年4月～R5年３月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 0880-37-3159

265
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

文化生活スポーツ
部

文化国際課
（旧　国際交流課）

○ 国際庭園博覧会協力業務
韓国 順天湾国際庭園内の高知県庭園に設置するオ
ブジェの作成

3,680 R4年5月～R4年9月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9605

266
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

文化生活スポーツ
部

スポーツ課 ○
スポーツツーリズムプロモーション実施委
託業務

高知県の豊かな自然環境を生かしたスポー
ツの魅力的な情報を県内外に向けたプロモーション事
業の企画・運営、実施等を行う。

24,992 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-4714

267
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

文化生活スポーツ
部

スポーツ課 ○ パスウェイシステム事業委託業務
マッチングプログラム及び高知くろしおキッズ・ジュニア
に係る各イベントや年間計画に沿ったプログラムの運
営を行う。

18,177 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-4649

268
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

文化生活スポーツ
部

スポーツ課 ○ 国際交流事業委託業務
シンガポール・スポーツスクールへの派遣及び交流に
伴う業務の支援を行う。

4,595 R4年6月～R4年9月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-47929

269
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

中山間振興･交通
部

鳥獣対策課 ○ 指定管理鳥獣捕獲等事業委託料
高標高域の国有林内鳥獣保護区等でわな猟によるシ
カ捕獲を実施。

12,066 R4年９月～R5年３月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月） 088-823-9039

- 18 -



令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

270
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

中山間振興・交通
部

交通運輸政策課 ○
航空路線利用促進事業委託業務(全路
線)

県内公共交通機関と連携した航空路線の利用促進事
業を行う

6,190 R4年4月～R5年1月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9341

271
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

中山間振興・交通
部

交通運輸政策課 ○
航空路線利用促進事業委託業務(成田路
線)

LCC成田路線の利用促進事業を行う 3,435 R4年4月～R5年1月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9341

272
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

商工労働部 産業デジタル化推進課 企業誘致促進事業

新型コロナウイルス感染症を契機として生まれる「都
会から地方へ」という新たな動きのうち、ビジネスニー
ズでの移動を呼び込むため、本県の取組等について
総合的な情報発信を行う。

13,146 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9643

273
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

商工労働部 産業デジタル化推進課 首都圏等人材確保事業
人材の掘り起こしから県内企業や課題解決プロジェク
ト等とのマッチングまでをトータルで推進する仕組みの
構築を行う。

21,600 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9643

274
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

商工労働部 産業デジタル化推進課
オープンイノベーションプラットフォーム運
営事業

県内の様々な分野から抽出した課題の精査、開発
チームの組成、製品開発に対する伴走支援等を実施
するプラットフォームの運営を行う。

35,160 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9643

275
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

観光振興部 観光政策課 観光需要喚起事業実施委託業務
都道府県ごとに行う新たなＧｏＴｏトラベル事業を実施
する。

5,610,328 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 823-9606

276
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

観光振興部 国際観光課 デジタルプロモーション等事業委託業務
デジタルプロモーションを実施し、データの収集・分析
を行う。

65,714 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9608

277
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

観光振興部 国際観光課
台湾・香港向け外国人観光客認知度向
上事業委託業務

台湾・香港市場においてプロモーションを実施し、認知
度の向上を行う。

27,844 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9608

278
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

観光振興部 国際観光課
中国向け外国人観光客認知度向上事業
委託業務

中国市場においてプロモーションを実施し、認知度の
向上を行う。

15,917 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9608

279
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

観光振興部 国際観光課
韓国向け外国人観光客認知度向上事業
委託業務

韓国市場においてプロモーションを実施し、認知度の
向上を行う。

10,285 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9608

280
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

観光振興部 国際観光課
アメリカ・オーストラリア・シンガポール・タ
イ向け外国人観光客認知度向上事業委
託業務

アメリカ・オーストラリア・シンガポール・タイ市場にお
いてプロモーションを実施し、認知度の向上を行う。

24,940 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9608

281
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

観光振興部 国際観光課 関西高知広域周遊促進事業委託業務
関西・高知の周遊を促すためのWEBプロモーションを
行う。

13,000 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9608

282
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

観光振興部 国際観光課
台湾新竹県へのよさこいチーム海外派遣
委託業務

台湾新竹県へのよさこいチームの派遣を行う。 3,296 R4年7～11月 競争入札 2－四半期（7～9月） 088-823-9047

283
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

観光振興部 国際観光課
台湾ランタンフェスティバルへのよさこい
チーム海外派遣委託業務

台湾ランタンフェスティバルへのよさこいチームの派遣
を行う。

11,593 R4年10月～R5年3月 競争入札 3－四半期（10～12月） 088-823-9047

284
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

観光振興部 国際観光課 スーパーよさこい出展委託業務
東京・原宿で開催されるスーパーよさこいに県関係
ブースを出展し、PRを行う。

4,819 R4年6～10月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9047
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令和４年３月29日現在（令和４年５月11日一部修正）

番
号

業務区分 部局名 担当課
県内優先

発注
業務名 業務の概要

予算額
　（千円）

委託期間
想定する

契約の方法
発注時期
の見込み

連絡先
（ＴＥＬ）

令和４年度　委託業務の発注予定情報

＜掲載している情報＞
●令和４年度に発注する見込みのある知事部局の委託業務で、1件の予算額が100万円を超え、競争入札又は企画提案（プロポーザル）方式を予定している業務です。
●「業務区分」の内容ごとに担当部局の建制順に表示しています。「部局名」、「担当課」の（　）書きは、令和３年度の所管です。（旧～）とあるものは改称するものです。
●発注時期が令和４年３月となっている業務は既に指名の手続や募集が終了しているものもあります。予めご了承ください。

285
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

観光振興部 地域観光課 ○ 観光拠点等需要調査等委託業務
遊休資産等の観光活用可能性調査、専門家派遣、民
間企業の視察手配等を行う。

4,063 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9706

286
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

観光振興部 地域観光課 デジタルデータ活用委託業務
携帯電話の位置情報等のデータ分析及び利活用研修
会等を行う。

30,997 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-823-9706

287
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

農業振興部 農業担い手支援課 経営・就農支援センター運営委託業務
就農から経営継承まで農業者からの相談対応を行
い、関係機関との連携や専門家の派遣などの支援業
務を行う。

9,122 R4年６月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-821-4513

288
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

農業振興部 農業イノベーション推進課 ＩｏＰクラウド利活用促進支援業務委託料
農業従事者を対象に、SAWACHI（IoPクラウドの利用
アプリ）ユーザーの獲得及び使い方講座の実施、ス
マートフォンの使用に係るサポート等を委託

9,915 R4年6月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 821-4570

289
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

農業振興部 農業イノベーション推進課 ○ データ連携基盤活用実証事業委託料
IoPクラウドを活用した新サービスの社会実装に向け
た実証事業を委託

25,000 R4年6月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 821-4570

290
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

農業振興部 農業イノベーション推進課 データ配信実証事業委託料
スマートフォンを持たない農家向けの、テレビを使用し
たIoPクラウドデータの配信実証業務を委託

5,021 R4年6月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 821-4570

291
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

農業振興部
農産物マーケティング戦
略課

プロモーション実施委託料
県育成新品種の販売に向け全国から広く商品名を公
募し商標候補を選定する。

1,661 R4年7月～R4年12月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月） 088-821-4582

292
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

農業振興部
農産物マーケティング戦
略課

○ ６次産業化支援業務委託料
６次産業化サポートセンターを設置し、個別相談対応
や六次産業化･地産地消法に基づく認定に関するサ
ポートを行う。

10,399 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-821-4537

293
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

農業振興部 農業技術センター ○ 電子顕微鏡保守点検委託業務 電子顕微鏡維持委託。 2,016 R４年4月～R５年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-863-4911

294
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

農業振興部 農業技術センター ○
液体クロマトグラフ質量分析装置保守点
検委託業務

LC/MS・MS維持委託。 2,700 R４年4月～R５年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-863-4911

295
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

農業振興部 農業技術センター ○
促成栽培ピーマン生育情報取得システム
構築支援業務委託

農業ビックデータのAI分析に用いるため生体情報を取
得するシステムの開発を委託する。

7,194 R４年7月～R５年3月 随意契約（企画提案） 2－四半期（7～9月） 088-863-4911

296
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

農業振興部 農業技術センター ○
ショウガ圃場空撮データを用いた発病株
判定システム構築支援業務委託

ショウガの土壌病害の発病株検出アプリの開発を委
託する。

5,000 R４年6月～R５年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-863-4911

297
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

林業振興・環境部 森づくり推進課 森林情報デジタル化推進委託料
森林・木材産業におけるデジタル化とデータ利活用の
実証を委託する。

38,390 R4年6月～R6年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 088-821-4574

298
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

林業振興・環境部 自然共生課 仮設事務所移転等委託業務
高知県立牧野植物園内の仮設事務所（２棟）から新研
究棟への移転業務及び産業廃棄物処理業務を行う

9,256 R5年2月～R5年3月 競争入札 4－四半期（1～3月） 821-4868

299
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

林業振興・環境部 環境対策課 災害廃棄物処理対策事業委託料
災害廃棄物処理広域ブロック協議会の開催支援を行
う。

8,164 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 1－四半期（4～6月） 821-4590
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300
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

林業振興環境部 森林技術センター 〇 地下水調査委託業務 池の水位と堤体内部の水位観測調査 1,397 R4年7月～R5年3月 競争入札 2－四半期（7～9月） 0887-52-5105

301
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

水産振興部
水産業振興課
（旧 漁業振興課）

改修工事監理委託業務 内水面漁業センター関連施設の工事監理を行う。 1,177 R4年5月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 821-4606

302
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

水産振興部
水産業振興課（旧水産流
通課）

水産物外商活動支援事業委託業務
高知家の魚応援の店への営業活動等により外商活動
を推進する。

39,757 R4年4月～R5年3月 随意契約（企画提案） 令和4年3月 088-821-4611

303
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

土木部 公園下水道課 脱臭設備活性炭取替業務 脱臭設備の活性炭交換を行う。 2,189 R4年5月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9852

304
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

土木部 公園下水道課 脱硫装置脱硫剤取替業務 消化ガス脱硫装置（乾式）の脱硫剤交換を行う。 13,431 R4年5月～R5年3月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9852

305
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

土木部 港湾・海岸課 ○ 港湾台帳整備委託業務 港湾台帳の調製 3,500 R5年1月～R5年3月 競争入札 4－四半期（1～3月） 823-9882

306
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

土木部 港湾・海岸課 ○ 宇佐漁港海岸台帳整備委託業務
漁港海岸保全施設を測量・調査し、現状の施設状況
を整備する。

6,000 R4年5月～R4年12月 競争入札 1－四半期（4～6月） 823-9887

307
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

土木部 港湾・海岸課 ○ 海岸漂着物組成調査委託業務 漂着ごみを収集・分類し、漂着傾向を整理する。 3,000 R4年11月～R5年3月 競争入札 3－四半期（10～12月） 823-9887

308
その他（業務区分に適切
なものがない業務）

会計管理局 総務事務センター 旅費事務センター運営委託業務 旅費事務センターの運営 298,957 R4年6月～R7年6月 競争入札 1－四半期（4～6月） 088-823-9703
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