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契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

4月9日 平成２４年度道路清掃車定期整備 ㈲パラミノス 890,400 882,000
当該車輛は特殊車輌のため、構造の熟
知、部品供給の面から指定整備工場で整
備する必要があるため。

4月9日
平成２４年度学校ビオトープから始
まるまちづくり事業委託　単価契約

(特)アサザ基金 935,550 935,550
専門的知識・技能を有する講師を派遣す
るという業務の特殊性が指名競争入札に
適さないため。

4月12日
平成２４年度まちづくりデザイン業
務委託

有岡建築都市設計 4,699,590 4,699,590

当該業者は、これまで牛久市におけるグ
リーンロード構想の具現化に向けた計画
を策定してきた。本業務では今計画に基
づいた実施計画を策定することから、関
連性のある当該業者へ委託するものであ
る。

4月12日
平成２４年度牛久市行財政改革指
導業務

(株)クオリティマネジ
メント研究所

2,520,000 2,520,000
KAIZEN活動の前身であるTQM活動の講
師として実績があり、当市の財政事情に
精通しているため。

4月12日
平成２４年度牛久市例規データ
ベース更新作業業務委託

第一法規(株) 1,512,000 1,512,000

例規データベースシステムについては、
平成２３年度から５年間にわたって第一法
規株式会社と契約を締結しており、データ
ベースの更新作業は同社しか行うことが
出来ないため。

4月12日
平成２４年度緊急通報装置購入
単価契約

東日本電信電話(株)
茨城支店

1,668,817 1,668,817
稲敷広域消防署がNTTの同機器を採用し
ているため。他業者では対応できない。

4月12日
平成２４年度牛久市介護予防生活
支援事業委託（パソコン教室）

(社)牛久市シルバー
人材センター

442,858 442,785
高齢者の生きがいや就労援助に繋がる
事業内容であるため。

4月19日
平成２４年度ガラス残さ及び陶磁
器類資源化処理業務委託　単価
契約

ガラスリソーシング㈱ 4,813,200 4,813,200
分別の出来ない細かい「ガラス残渣」及び
「陶磁器残渣」を資源処理できるところが
他にないため。

平成２４年度随意契約結果平成２４年度随意契約結果平成２４年度随意契約結果平成２４年度随意契約結果



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

4月19日 平成２４年度広報配達業務委託
(社)牛久市シルバー
人材センター

528,859 528,859 シルバー人材センター活用のため。

4月23日
平成２４年度アヤメ園管理業務委
託

(特)うしく里山の会 6,978,300 6,978,300

アヤメ園を農薬や除草剤を使用せずに再
生し、野草等も再生させ、自然へ回帰を
図ることができた履行経験と知識がある。
同時に水生植物園のような価値のある自
然体験ができる施設へ展開するため、継
続的な履行が必要である。

4月26日
平成２４年度流動床用硅砂購入
単価契約

東鉱商事㈱日立営業
部

529,200 504,000
焼却炉設計施工メーカーの指定製品であ
り、当該業者を通じてしか調達することが
できないため。

4月26日
平成２４年度プール上屋ドーム保
守点検業務委託

㈱横河システム建築 966,000 924,000
牛久運動公園プール上屋ドームの制御装
置は、当該業者の独自システムであるた
め。

5月10日
平成２４年度文化財燻蒸作業業務
委託

関東港業㈱鹿島営業
所

714,000 672,000

文化財害虫駆除作業は、収納されている
部屋を密閉しガスを充満させて行う。当該
業者は、密閉作業が必要のない「エア
バック方式」の特許を有しており、作業量
の大幅な効率化を見込むことができる。ま
た、文化庁所管財団法人文化財虫害研
究所認定の文化財虫菌害防除作業資格
をもつ作業員を有する登録業者は当該業
者のみのため。

5月10日
平成２４年度スズメバチ駆除業務
委託 単価契約

㈱ヒュリカ 2,614,500 2,614,500
本契約の履行は、緊急性をともなうため、
地理的条件（市内業者）により迅速な対応
が図れるため。

5月10日 平成２４年度エコバック購入 太陽工業㈱　業務部 3,832,500 3,832,500
当市で資源物回収に使用しているエコ
バックは、特許を有し、市民にも浸透して
いるため同様のものを購入する。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

5月10日
平成２４年度牛久市エスカード生
涯学習センターホールピアノ購入

㈱平山ピアノ社 12,264,000 12,264,000

市民の代表者からなるエスカードホール
改修検討委員会で機種の選定を行い、購
入製品を決定した。この製品の取扱い業
者は、県内ではメーカーの指定する当該
業者１社のみであるため。

5月10日
平成２４年度介護保険パンフレット
印刷・製本

㈱東京法規出版 1,435,875 1,435,875

介護保険制度のパンフレット配布にあた
り、３社のパンフレットを課内で検討した結
果、当該業者のパンフレットは、介護保険
制度の複雑な内容を平易な言葉で分かり
やすくまとめており、牛久市の介護制度の
理解を得るために効果的であるため。

5月15日
平成２４年度観光客動態調査業務
委託

(社)シルバー人材セ
ンター

86,383 86,383
高年齢者の就業支援を行う牛久市シル
バー人材センターを活用するため。

5月17日
平成２４年度ハンディターミナル購
入

(株)まちづくり三鷹 1,315,440 1,315,440

現在利用している図書館システムの情報
を、購入するハンディターミナルにプログ
ラム設定しなければならないことから、当
該業者だけが設定可能なため。

5月17日
平成２４年度新児童手当改正法対
応システム改修業務委託

(株)日立製作所茨城
支店

7,770,000 7,770,000
当該システムを開発したのは当該業者で
あり、開発業者以外は取扱いが出来ない
ため。

5月17日
平成２４年度住民基本台帳法改正
対応福祉システム改修業務委託

(株)日立製作所茨城
支店

4,704,000 4,704,000
当該システムを開発したのは当該業者で
あり、開発業者以外は取扱いが出来ない
ため。

5月30日
平成２４年度体育施設グランド管
理業務委託

(特)アスク 5,301,923 5,301,450
当該業者は、体育施設の維持管理の専
門知識を有する資格（体育施設管理士）
をもち、現場に精通しているため。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

5月30日
平成２４年度６－１１月ひたち野う
しく小学校プール施設管理業務委
託

(特)日本スポーツ振
興協会牛久支店

24,351,600 24,351,600

当該業者は、牛久運動公園プール管理
業務実績があり、市内で唯一当該業務を
遂行できるNPO法人と協働で進めていく
ため。

5月30日
平成２４年度女化・栄町運動広場
及びひたち野うしく小学校芝生管
理業務委託

(特)UFAスポーツクラ
ブ

9,483,390 9,482,550

当該業者はグランド管理業務において他
業者と比較しても技術的に問題がなく、か
つ、競争入札に付した場合より著しく有利
な価格で契約できる見込みがあるため。

6月7日
平成２４年度牛久市地理情報シス
テム更新業務

(株)アイコンサルタン
ト　茨城営業所

20,310,150 20,307,000

当該業者は、当業務に係る各システムを
開発した業者であり、更新業務等につい
ても他社で実施することが不可能である
ため。

6月28日
平成２４年度財務書類作成支援業
務委託

エスティコンサルティ
ング(株)

2,520,000 2,520,000

公会計財務書類作成に向けてシステム導
入時に、実際の作業を当該業者と行って
おり、それ以外のものに履行させた場合
には著しい支障が生じる恐れがあるた
め。

6月28日
平成２４年度エスカード生涯学習
センター施設管理業務委託

牛久都市開発(株) 1,597,050 1,597,050

当該業者は、昭和６１年に牛久市の出資
により設立した会社であり、主にエスカー
ド内の管理運営事務に従事しており、施
設内の設備機構に精通し使用者からの
信頼も高いため。

6月28日
平成２４年度小中学校教育用コン
テンツ権利購入

山野井商事(株) 4,197,900 4,158,000

今回更新するオプションソフトウエアの基
礎となる基本ソフトウエアを当該業者から
購入している。基本ソフトなしにオプション
ソフトは起動しないため、当該業者は確実
に更新することができるため。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

7月5日
２３社総交委託第４号下町排水区
地質調査業務委託

パシフィックコンサル
タンツ(株)茨城事務
所

5,722,500 5,722,500

前回の実施設計を補完するために必要な
地質調査であり、調査結果をもとに前回
設計の見直し及び修正を行う必要がある
ため、前回設計者である当該業者に実施
させることにより、設計修正までの期間短
縮や経費の節減が出来、現場を熟知して
いることで安全・円滑な履行が確保できる
など有利と認められるため。

7月12日
平成２４年度放射能測定器点検校
正業務委託

(株)ノルメカエイシア 682,500 682,500

当該業者は、牛久市が購入した放射能測
定器の製造会社販売代理店であり、製造
メーカーでの点検校正を実施し、校正証
明書を発行するにあたり専門知識及び技
術を有するため。

7月12日
平成２４年度医療年金課・会計課
受付番号表示システム購入

増田工業(株) 5,355,000 4,935,000
現在の受付番号システムは当該業者の
製品であり、製品の部分入替えは、他業
者では機器の対応が出来ないため。

7月19日
平成２４年度敬老の日大会記念品
購入　単価契約

(株)中村屋 3,891,342 3,891,342

記念品として選定した食料品（祝敬老菓
子詰合せ）は、市内業者の中で生産、配
送体制から購入可能な業者は当該業者
に限られるため。

7月25日
平成２４年度清掃工場消耗部品購
入

三菱重工環境・化学
エンジニアリング㈱Ｏ
＆Ｍ事業本部

3,612,000 3,612,000

清掃工場は三菱重工㈱の設計施工の施
設であるため、主要設備が製作品であ
り、部品においても当該業者に製作を依
頼購入しなければ調達することができな
いため。

7月26日
平成２４年度地方税電子申告ASP
システム導入業務委託

（株）日立システムズ
茨城支店

1,974,000 1,974,000

地方税電子申告システムの導入は住民
税年金特別徴収システム・国税連携シス
テムと同一の事業者でなければならない
と『社団法人地方税電子化協議会』の導
入基準で定められているため。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

8月2日
平成２４年度医療福祉費システム
制度改正対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,575,000 1,575,000
当該システムの開発業者以外は取扱い
ができないため。

8月2日
平成２４年度非常勤職員管理シス
テム移行業務委託

(株)ニッセイコム水戸
支店

945,000 945,000
当該システムの開発業者以外は取扱い
ができないため。

8月21日
平成２４年度ホールボディカウンタ
検査送迎バス借上げ　単価契約

関東鉄道(株) 3,685,500 3,685,500

当該業者は、ホールボディカウンタ検査
受診者の送迎をするにあたり、市バス・管
財課協定バス会社で観光シーズンの為に
日程調整できなかった１４日間（４５台）全
日程・全発着時間において送迎バスの運
行が可能であるため。

8月23日
平成２４年度２号ごみクレーン整備
委託

三菱重工環境・化学
エンジニアリング(株)
Ｏ＆Ｍ事業本部

8,326,500 8,326,500

清掃工場は、三菱重工(株)の独自設計施
工のものであり、同社保守管理部門の子
会社である当該業者でなければ、整備業
務を実施することができないため。

9月4日
平成２４年度牛久第一中学校調理
室系統ＧＨＰ修理

国際ビルサービス
(株)茨城支店

840,000 840,000
夏季期間であり、給食室の温度管理のた
め早急に修繕を必要とするため。

9月13日
平成２４年度牛久駅・ひたち野うし
く駅エスカレーター修繕工事

(株)日立ビルシステ
ム　東関東支社

7,875,000 7,875,000

当該業者は、昇降機を保守点検している
メーカーであり、今回の対象工事内容を
熟知し、専門的技術を有していることか
ら、他社では取扱いが出来ないと判断さ
れるため。

9月13日
２４社総交交安第４－２号測量設
計業務委託

ジェイアール東日本
コンサルタンツ(株)

3,654,000 3,654,000

当該履行場所は、軌道敷内で列車運行
に支障がないよう測量作業を実施しなけ
ればならないため、軌道敷内での作業に
精通し、また、設計業務においてはＪＲ東
日本との協議を円滑に進める必要があ
る。当該業者は現場を熟知しており、安全
かつ円滑な履行が確保できるなど有利と
認められるため。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

9月13日
平成２４年度スポーツ教室事業業
務委託　単価契約

(特)日本スポーツ振
興協会　牛久支店

5,455,800 5,455,800

当該業者は、平成１４年度からスポーツ
教室事業に携わっており、施設状況及び
事業内容に精通している。また、教室参
加者や保護者からの信頼度も高いため。

9月27日
平成２４年度市道４号線修正測量
設計業務委託

(株)臼田設計 850,500 850,500

当該業者は、この路線の基本となる当初
測量設計業務を請け負っているため、現
場状況等を熟知しており迅速に対応する
ことができる。また、経費の面においても
大幅な削減を行えるため、より安価な価
格で業務を執行できるため。

9月27日
平成２４年度牛久市職員後期採用
試験業務委託  単価契約

(財)日本人事試験研
究センター

592,200 592,200

当該業者は、市町村職員採用試験にお
ける試験問題提供及び採点や適性検査
の業務に精通しており、その実施に必要
な知識・技能を持ち、牛久市における請負
実績があるため。

10月11日
平成２４年度焼却施設点検整備1
号委託

三菱重工環境・化学
エンジニアリング(株)
Ｏ＆Ｍ事業本部

14,385,000 14,385,000

清掃工場は、三菱重工(株)の独自設計施
工のものであり、同社保守管理部門の子
会社である当該業者でなければ、整備業
務を実施することが出来ないため。

10月18日
平成２４年度地方税電子申告シス
テムASPサービス保守業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,118,250 1,118,250 システム構築業者のみができるため。

10月19日 Ｈ２４オリジナル課税標識購入
(株)川合ネームプ
レート製作所

1,785,000 1,785,000

オリジナルのプリントの印刷を施し、市が
発行するナンバープレートが必要な偽造
防止等の要件を満たしたものを製作出来
る技術を有するところが他にないため。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

10月24日
平成24年度 牛久市「グリーンロー
ド構想」事業化に向けての検討調
査

(株)国際開発コンサ
ルタンツ 水戸事務所

8,295,000 8,190,000

本調査は、平成２４年度の国土交通省主
催による「健康・医療・福祉政策及びコミュ
ニティ活動と連携したまちづくり研究会（ま
ちづくり推進課）」と連携し、市都市計画マ
スタープランのまちづくりの構想として位
置づけられている「グリーンロード構想」実
現に向けて具体的施策立案の検討を行う
もので、当該業者は、国が研究会業務を
委託している業者であるため。

10月25日
平成２４年度 牛久市防災行政無
線電話応答装置設置工事

日本無線(株)　ソ
リューション営業部

2,793,000 2,793,000

戸別受信機を使ってNTT回線に接続する
ものであるが、戸別受信機を製作してい
るのが当該業者であり、戸別受信機を改
造して回線に接続するのは当該業者にし
かできないため。

10月26日
平成２４年度不動産鑑定委託（守
谷市地内）

植木不動産鑑定 588,000 588,000
裁判に関わる不動産鑑定書が早急に必
要なため。

11月15日
平成２４年度国道６号汚水管渠工
事修正設計業務委託

冨洋設計(株)　水戸
営業所

1,050,000 1,050,000
当該業者が査定設計を行っており、現場
を熟知しているため。また、安価で修正設
計を実施することができるため。

11月15日
平成２４年度女化町地内水路用地
測量業務委託

池辺土地家屋調査・
測量事務所

808,500 770,000

当該業者は、測量対象地の測量を以前
地権者発注で行っているため、基本とな
る測量データの保有や現場を熟知してい
ることから、著しく有利な価格で契約を締
結することができる見込みがあるため。

11月19日
平成２４年度１２－３月　ひたち野
うしく小学校プール施設管理業務
委託

(特)日本スポーツ振
興協会 牛久支店

15,655,500 15,655,500
牛久運動公園プール管理業務実績があ
り、市内で唯一当該業務を遂行できる
NPO法人と協働で進めていくため。

11月22日
衆議院議員総選挙　期日前投票
所賃借

(株)レンタルのニッケ
ン 龍ケ崎営業所

1,023,487 1,023,487
投票所設置予定日まで時間がなく、競争
入札に付する時間的余裕がないため。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

11月22日
衆議院議員総選挙　ポスター掲示
場設置撤去

(株)タナカ 1,160,250 1,160,250
ポスター掲示場設置予定日までの日数が
なく、競争入札に付する時間的余裕がな
いため。

11月22日
平成24年度　清掃工場資源化施
設点検整備委託

三菱重工環境・化学
エンジニアリング(株)
Ｏ＆Ｍ事業本部

30,030,000 30,030,000

清掃工場は三菱重工㈱の独自設計施工
のものであり、同社保守管理部門の子会
社である当該業者でなければ、点検整備
業務を実施することができない。

11月22日
衆議院議員総選挙　選挙公報等
折込

(株)朝日オリコミ茨城 760,116 758,289
選挙公報の配布日程等が決定してから配
布すべき時期までに時間的余裕が無いた
め。

1月10日
平成２４年度ＥＶパワーステーショ
ン購入

日産プリンス茨城販売
(株) ひたち野うしく店

892,500 892,500
日産プリンス茨城販売株式会社との「災
害時における電気自動車による電力の供
給に関する協定」に基づくものである。

1月10日
平成24年度牛久市ホームページ
音声読み上げソフト導入業務委託

(株)情報技術 2,352,000 2,352,000
牛久市ウェブサイト維持管理業者以外は
取り扱いができないため。

1月10日
平成24年度　清掃工場点検整備
委託

三菱重工環境・化学
エンジニアリング(株)
Ｏ＆Ｍ事業本部

61,320,000 61,320,000

清掃工場は三菱重工㈱の独自設計施工
のものであり、同社保守管理部門の子会
社である当該業者でなければ、点検整備
業務を実施することができないため。

1月10日
平成24年度　環境マネジメントシス
テム定期審査業務委託

(財)日本品質保証機
構

620,550 620,550
当市の環境マネジメントシステムの審査
登録機関であるため。

1月10日
平成24年度牛久市中央地区まち
づくり景観マネジメント業務委託

筑波都市整備(株) 17,125,500 17,115,000
牛久市中央地区まちづくり景観マネジメン
ト業務プロポーザル方式選定委員会にお
いて選定された事業者と契約するため。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

1月24日
英語指導講師業務委託（追加分）
（平成25年度～平成26年度）

(株)インタラック 13,356,000 13,356,000

専門的知識・技能を要する英語指導講師
による英語指導という業務の特殊性によ
り、平成23年12月20日に実施した選定委
員会において当該業者に決定したため。

1月25日
平成２４年度　ヒ素処理・逆浸透膜
浄水装置購入

細大(株) 614,250 614,250
ヒ素を除去可能な浄水装置を扱っている
のが、当該業者のみであるため。

2月5日
平成２４年度　分庁舎・きぼうの広
場薪ストーブ購入

(株)日本ファイヤーライ
フ

3,234,000 3,200,001
設置場所に応じた熱量、燃焼効率、暖房
面積を満たす製品が限定されるため。

2月7日
平成２５年度　資源物回収及び運
搬業務委託（行政区）
単価契約

みずほリサイクル(同) 3,572,352 3,572,352

当該業者は、各ステーション（行政区）の
位置および周辺状況を熟知しており、効
率的な改修運搬が可能であり、また、長
年の収集実績を有し本委託契約を確実か
つ円滑に実施できる体制が確保されてい
るため。

2月21日
平成２５年度ひたち野リフレ・牛久
駅かっぱ口第２駐車場機器保守管
理業務委託

(株)カンソー 牛久営業
所

1,331,400 1,331,400

平成23年度より業務委託しているが、機
械警備等の既設の設備等と密接不可分
の関係にあり、同一履行者以外の者に履
行させた場合、既設の設備の使用に支障
が生ずるため。また、緊急現場対応の
際、迅速に現地へ到着・対応することが可
能である。

2月21日
平成２４年度　牛久クリーンセン
ターエアコン室外機修繕

東京瓦斯(株) 常総支
社

777,000 777,000
当該業者の製品・施工のため、当該業者
による修繕が最も迅速かつ適正であるた
め。

2月21日
平成２４年度　住民基本台帳ネット
ワークシステムファイアーウォール
アップグレード対応作業業務委託

(株)日立製作所 茨城
支店

630,000 630,000
当該システム構築業者のみ取り扱いがで
きるため。

2月21日
平成２５年度　住民基本台帳ネット
ワークシステム保守業務委託

(株)日立製作所 茨城
支店

5,235,300 5,235,300
対象システムのメーカー指定保守業者が
当該業者であり、他業者では取り扱いが
できないため。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

2月28日
平成25・26年度　ひたち野うしく小
学校プール施設管理業務委託

(特)日本スポーツ振興
協会 牛久支店

108,213,000 108,213,000
プール管理運営実績があり、市内で唯一
当該業務を遂行することができるＮＰＯ法
人と協働で進めていくため。

2月28日
平成25・26年度牛久市体育施設
管理業務委託

(特)日本スポーツ振
興協会 牛久支店

119,390,250 119,385,000
体育施設の管理業務の実績があり、市内
で唯一当該業務を遂行できるＮＰＯ法人と
協働で進めていくため。

2月28日
平成２５年度　不法投棄物除去及
びふれあい訪問収集業務委託

(社)牛久市シルバー
人材センター

3,123,360 3,122,700
高齢者等の雇用安定を図るため、（社）牛
久市シルバー人材センターに当該業務を
委託する。

2月28日
平成25年度観光地用トイレ及び周
辺清掃業務委託

(社)牛久市シルバー
人材センター

787,053 787,053
高年齢者の就業支援を行う（社）牛久市シ
ルバー人材センターから役務の提供を受
けるため。

2月28日
平成24年度　乾電池等運搬及び
処分業務委託 　単価契約

野村興産(株) 1,575,000 1,575,000
本設計に沿って履行できるのは当該業者
のみのため。

2月28日
平成２５年度　e－LTAX　ASPサー
ビス保守業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

4,636,800 4,636,800 システム構築業者のみができるため。

2月28日
平成２５年度　生活保護システム
保守業務委託

北日本コンピューター
サービス(株)

567,000 567,000
システム納入者以外は保守ができないた
め。

2月28日
平成２５年度　ごみの収集及び運
搬業務委託（１）　単価契約

(株)そめや 59,051,475 59,051,475

当該業者は、ごみ集積所の位置・収集経
路・集積所周辺の現状等を熟知しており、
長年の収集実績があるため、本委託契約
を確実に履行できる。また、車両について
は牛久市オリジナルデザインを施した特
殊車両を有している。

2月28日
平成２５年度　ごみの収集及び運
搬業務委託（２）　単価契約

(有)栄広社 50,903,160 50,903,160

当該業者は、ごみ集積所の位置・収集経
路・集積所周辺の現状等を熟知しており、
長年の収集実績があるため、本委託契約
を確実に履行できる。また、車両について
は牛久市オリジナルデザインを施した特
殊車両を有している。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

2月28日
平成２５年度　ごみの収集及び運
搬業務委託（３）　単価契約

(有)ワタベ商会 19,958,505 19,958,505

当該業者は、ごみ集積所の位置・収集経
路・集積所周辺の現状等を熟知しており、
長年の収集実績があるため、本委託契約
を確実に履行できる。また、車両について
は牛久市オリジナルデザインを施した特
殊車両を有している。

2月28日
平成２５年度　指定ごみ袋配送及
び販売料金収納業務委託

(社)牛久市シルバー
人材センター

4,188,880 4,188,870
高齢者等の雇用安定を図るため、（社）牛
久市シルバー人材センターに当該業務を
委託する。

3月4日
平成25年度　生ごみ堆肥化業務
委託　単価契約

常陽醗酵農法牧場
(株)

1,945,944 1,945,944
生ごみを適正に堆肥化するための施設・
設備を有しているため。

3月7日
平成２５年度ブックスタートパック
購入

(特)ブックスタート 829,920 829,920

ブックスタート事業を推進するにあたり、
それに関する書籍（絵本）・読み聞かせア
ドバイス集等を一緒に納品できるのは当
該業者のみである。

3月7日
平成25年度　公会計システム保守
業務委託

エスティコンサルティング
(株)

908,250 908,250
システム導入業者以外保守作業ができな
いため。

3月7日
平成２５年度図書館業務及び学校
図書館ネットワーク支援業務委託

(特)リーブルの会 29,274,000 29,274,000

当該事業者は図書館と協働体制をとって
おり、図書館業務及び学校図書館ネット
ワーク支援業務（市内教育施設支援業務
含む）を協働で行う必要があるため。

3月7日
平成２５年度　ＩＴコーディネータコ
ンサルティング業務委託

常磐システムエンジ
ニアリング(株)

3,780,000 3,780,000

当該事業者は、コンピューターシステムの
運用・調達に経験が豊かなＩＴコーディネー
タを雇用しており、当市においてもその経
験を生かし、大きな成果を上げている。引
き続き当市での実績・経験を踏まえた提
案、助言が求められるため。

3月7日
平成２５年度　非常勤職員システ
ム保守業務委託

(株)ニッセイコム 水
戸支店

655,200 655,200
システム開発業者以外保守できないた
め。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

3月7日
平成24年度　社会科副読本「私た
ちの牛久」増刷

(株)ぎょうせい 1,428,000 1,428,000

平成13年度に企画制作された社会科副
読本の増刷であり、当時製作を担当した
当該業者が本文及び写真等の原版を所
持しているため。

3月7日
平成25年度　生ごみ収集及び運
搬業務委託

(株)そめや 15,429,750 15,426,600

刈谷地区にて生ごみの分別回収を実施
するにあたり、別途収集運搬委託業務が
発生する。現在、この地区の一般廃棄物
収集運搬業務委託している業者に追加業
務委託を行うため。

3月7日
平成25年度　新資源回収及び運
搬業務委託（１）

(株)そめや 32,589,165 32,588,400
当該事業者は、市指定デザイン車両を保
有し、収集実績があるため。

3月7日
平成25年度　新資源回収及び運
搬業務委託（２）

(有)栄広社 29,513,715 29,512,800
当該事業者は、市指定デザイン車両を保
有し、収集実績があるため。

3月7日
平成25年度　新資源回収及び運
搬業務委託（３）

(有)ワタベ商会 14,550,060 14,550,000
当該事業者ｈ、市指定デザイン車両を保
有し、収集実績があるため。

3月7日
平成２５年度　粗大ごみ収集業務
委託

(有)ワタベ商会 1,864,800 1,864,800

長年において、牛久市内の行政区及び子
供会の資源物収集実績があり、市民との
かかわりが多く信頼を受けていることか
ら、当該業者でなければ本委託業務を履
行できないため。

3月7日
平成２５年度コミュニティＷＥＢ
サーバ借上げ

(株)つくばマルチメ
ディア

536,550 536,550
当該業者はうしくコミュニティネット開発業
者であり、迅速かつ適切な対応が可能で
あるため。

3月7日
平成２５年度コミュニティWebサー
バ保守業務委託

(株)つくばマルチメ
ディア

567,000 567,000
当該業者はうしくコミュニティネット開発業
者であり、迅速かつ適切な対応が可能で
あるため。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

3月12日
平成24年度　牛久クリーンセン
ター資源化施設火災復旧工事

三菱重工環境・化学
エンジニアリング(株) Ｏ
＆Ｍ事業本部

23,782,500 23,782,500

火災により被害を受けた設備の復旧工事
を早急に行わないと操業ができないた
め、清掃工場を独自設計施工した三菱重
工(株)の保守管理部門の子会社である当
該業者に復旧工事を発注するものです。

3月14日
平成24年度エスカード出張所戸籍
システム設置業務委託

(株)日立システムズ 茨
城支店

682,500 682,500
現在使用しているシステムの構築にあた
り、当該システム構築業者以外は取り扱
いができないため。

3月14日
平成25年度市民活動災害補償制
度業務委託

(株)みぞぐち商会 3,869,400 3,869,400
当該業者以外に、本設計に沿って履行で
きる業者がないため。

3月14日
平成２５年度　ログ管理システム
保守業務委託

キヤノン電子(株) ＬＭ
事業部

1,008,000 1,008,000
当該システムの開発者以外は取り扱いが
できないため。

3月14日
平成２５年度中央図書館TOOLi
（図書館パッケージ連携版）使用
料

(株)図書館流通セン
ター

504,000 504,000

既存の図書資料はこの業者のデータによ
り入力されており、寄贈資料等の登録の
際にこの業者のマークを使用しないと
データの整合性が無くなってしまう。また、
導入している図書館システムと連携して
データの確認や発注などの処理を行うこ
とで正確で効率的な図書の発注が行え
る。そのデータベース（TOOLi図書館パッ
ケージ連携版・稼働システムと密接不可
欠）を納品できるのは当該業者のみのた
め

3月14日 平成25年度広報配達業務委託
(社)牛久市シルバー
人材センター

559,969 559,969 シルバー人材センター活用のため。

3月14日
平成25年度三日月橋生涯学習セ
ンター等施設管理業務委託 単価
契約

(社)牛久市シルバー
人材センター

4,913,622 4,913,622
高齢者の就業支援を行う社団法人牛久
市シルバー人材センターから役務の提供
を受けるため。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

3月18日
平成25年度使用　道徳等副読本
購入

(株)須沢 3,270,750 3,270,419

副読本は、準教科書として各学校がそれ
ぞれ選定することとなっており、希望する
副読本出版社全て（小学校5社、中学校4
社）を購入できる指定代理店が当該業者
のみである。

3月18日
平成24年度牛久東部地区観光案
内サイン表示板製作設置業務委
託

光彩アート 1,243,200 1,243,200

現在履行中のうしくあみ斎場誘導案内サ
イン業務に引続き、同一業者に施工させ
ることにより、履行期間の短縮、経費の節
減、安全、円滑かつ適切な履行が確保で
きるため。

3月21日
平成２５年度　公有財産管理シス
テム保守業務委託

(株)きもと 筑波営業
所

588,000 577,500

現在使用中のシステムは、市独自の仕様
に基づき開発したものであり、システム内
容に精通した業者（開発業者）でなけれ
ば、システム運用に支障をきたすおそれ
があるため。

3月21日 平成２５年度出張所業務委託 牛久都市開発(株) 560,700 560,700
エスカードビルの管理運営をしている牛久
市都市開発㈱と出張所業務の相互協力
を図り、コストの削減をするため。

3月21日
平成２５年度地域安全パトロール
業務委託

(社)牛久市シルバー
人材センター

4,736,206 4,736,206
高齢者の雇用促進と活用促進を図るた
め。

3月21日
平成２５年度下校時パトロール業
務委託

(社)牛久市シルバー
人材センター

11,060,012 11,060,012
高齢者の雇用促進と活用促進を図るた
め。

3月21日
平成25年度牛久市総合福祉セン
ター施設管理業務委託

(社)牛久市シルバー人
材センター

3,075,213 3,075,212
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促
進を図る。

3月21日
平成25年度牛久市総合福祉セン
ター日常清掃業務委託

(社)牛久市シルバー
人材センター

7,223,481 7,223,481
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促
進を図る。

3月21日
平成25年度牛久市総合福祉セン
ター植栽維持管理業務委託

(社)牛久市シルバー
人材センター

843,838 843,837
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促
進を図る。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

3月21日
平成２５年度　リコー複写機、複合
機保守契約　単価契約

リコージャパン(株) 関
東営業本部茨城支社
ＬＡ営業部

6,340,740 6,340,740

複写機保守については、製造メーカー系
列以外での機器保守が事実上不可能で
あるため、当該業者を特定するものであ
る。

3月21日
平成２５年度　キャノン複写機保守
契約　単価契約

キヤノンシステムアン
ドサポート(株) 茨城
営業部

14,005,110 14,005,110

複写機保守については、製造メーカー系
列以外での機器保守が事実上不可能で
あるため、当該業者を特定するものであ
る。

3月21日
平成２５年度　木くず類資源化処
理業務委託　単価契約

(有)イーペック牛久 2,520,000 2,520,000

木くず類の資源化施設を有し、適正に資
源化処理を行い、処理後のリサイクルに
ついても実績がある。また、市内に施設
があるため運搬コストの削減になる。

3月21日
平成２５年度ガラス残さ及び陶磁
器類資源化処理業務委託　　単価
契約

ガラスリソーシング
(株)

4,989,600 4,989,600
分別のできない細かい「ガラス残渣」およ
び「陶磁器残渣」を資源処理できるところ
が他にないため。

3月22日
平成２５年度　ゼロックス複写機保
守契約　単価契約

富士ゼロックス茨城
(株) 営業統括部

877,800 877,800
複写機保守については、製造メーカー系
列以外の他のメーカーでの保守ができな
いことから当該業者に特定される。

3月28日
平成25年度牛久運動公園体育館
整体業務委託

整体　仲野 1,029,000 1,029,000
当該業務の牛久市内における有資格者
が当該業者のみであるため。

3月28日
平成25年度エスカード生涯学習セ
ンター施設管理業務委託　単価契
約

牛久都市開発(株) 3,679,200 3,679,200
当該業者は、エスカード牛久ビルの総合
的な管理運営事務を行っており、施設の
設備機構に精通しているため。

3月28日
平成25年度　焼却灰（飛灰）溶融
処理委託　単価契約

中央電気工業(株) 鹿
島工場

53,046,000 53,046,000
鹿嶋市との協定により決定した数量の焼
却灰（飛灰）を、当該業者に搬入し溶融処
理する。

3月28日
平成25年度　焼却灰（飛灰）運搬
業務委託　単価契約

中電興産(株) 5,418,000 5,418,000
牛久市清掃工場設備に合った運搬特殊
車両（アームロールコンテナ連結車）を有
する業者は当該業者だけであるため。



契約日 件　　　名 契約の相手方 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

3月28日
平成25年度　焼却灰（主灰）運搬
業務委託　単価契約

中電興産(株) 1,674,750 1,674,750

当該業者は、搬入先の最終処分場である
エコフロンティアかさま付近で同様の運搬
業務を請け負っており、競争入札に付し
た場合より著しく有利な価格で契約するこ
とができるため。

3月28日
平成25年度　一般廃棄物運搬及
び最終処分業務委託（１）　単価契
約

向洋産業(株) 8,515,500 8,515,500
当該業者の所在する北茨城市との事前
協議により決定した許可数量を、当該業
者所有の処分場に搬入するため。

3月28日
平成25年度　一般廃棄物運搬及
び最終処分業務委託（２）　単価契
約

ジークライト(株) 3,150,000 3,150,000
当該業者の所在する山形県米沢市との
事前協議により決定した許可数量を、当
該業者所有の処分場に搬入するため。

3月28日
平成２５年度　スプリング入りベッ
ドマット・剪定枝資源化業務

(社)牛久市シルバー
人材センター

2,338,560 2,338,560
高齢者等の雇用安定を図るため、(社)牛
久市シルバー人材センターに当該業務を
委託する。

3月29日
平成25年度　学校給食ゼロエミッ
ション業務委託

(特)エコライフ 3,498,600 3,498,600

学校給食において、発生する残菜及び残
飯を有効微生物の働きを活用し、堆肥化
するための知識と経験を持ち、かつ実績
がある。

3月29日
平成24年度　大気汚染常時監視
機器微小粒子状物質（PM2.5）自
動測定機購入

㈱アート科学 12,063,660 12,000,000

市独自で測定・公表を行う場合に必要な
通信機器に対応、及びPCへの反映がで
き、また、茨城県で導入されている機器の
うち、県南地区（土浦保健所）に配備され
ている機器と同機種の購入が当該業者以
外ではできないため。


