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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4日
平成２５年度　道路清掃車定期整
備

(有)パラミノス 966,000 945,000
当該車両は特殊車両のため、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11日
平成２５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
ている為、他業者では対応できない。

4月11日
平成２５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

514,671 514,500
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11日
平成２５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
できないため。

4月12日
平成25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18日
平成25年度アヤメ園管理業務委
託

(特)うしく里山の会 6,972,000 6,972,000

アヤメ園を農薬や除草剤等を使用せずに
再生し、野草なども再生させ、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。

平成２５年度随意契約結果平成２５年度随意契約結果平成２５年度随意契約結果平成２５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18日
平成25年度文化財燻蒸作業業務
委託

関東港業(株) 鹿島営
業所

718,725 682,500

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
の大幅な効率化が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
を持つ作業員を有する登録業者は当該業
者のみのため。

4月18日
平成25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25日
平成25年度　幼児視力検査業務
委託　　単価契約

(財)茨城県メディカルセ
ンター

621,600 621,600

市内保育園・幼稚園・保健センターにおけ
る視力検査の実施が可能な検査巡回バ
スを所有しているのは、県内で当該業者
のみである。また、検査実績や検査技術
においても良好である。

5月2日
平成25年度観光客動態調査業務
委託

(社)牛久市シルバー人
材センター

86,383 86,383
高年齢者の就業支援を行う(社)牛久市シ
ルバー人材センターからの役務の提供を
受けるため。

5月9日
平成25年度　プール上屋ドーム保
守点検業務委託

(株)横河システム建築 787,500 735,000
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16日
平成２５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)

2,415,000 2,415,000

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。

5月17日
平成25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 9,674,175 9,673,650

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。



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20日
平成25年度　牛久市体育施設グラ
ンド管理業務委託

(特)アスク 6,615,000 6,615,000
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。

5月23日
平成２５年度スズメバチ駆除業務
委託　単価契約

(株)ヒュリカ 2,614,500 2,614,500
本契約の履行については、緊急性をとも
なうため地理的条件（市内業者）により、
当該駆除への対応が迅速に図れるため。

5月23日
平成２５年度　国民健康保険制度
改正対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,562,400 1,562,400
当該業者は、当該システムの開発業者で
あり、ほかの業者では取り扱いができな
いため。

5月23日
平成２５年度　外国人住民票コード
付番等対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

4,987,500 4,987,500
当該業者は、当該システムの開発業者で
あり、ほかの業者では取り扱いができな
いため。

5月23日
平成２５年度　住民基本台帳ネット
ワーク外国人データセットアップ業
務委託

(株)日立製作所 茨城
支店

4,147,500 4,147,500
当該業者は、当該システムの開発業者で
あり、ほかの業者では取り扱いができな
いため。

5月28日 期日前投票所用サーバー購入
(株)日立システムズ
茨城支店

1,243,620 1,243,620

現在牛久市で使用しているサーバーと同
じサーバーで稼働実績があること、および
トラブル発生時の保守対応が迅速にでき
ることから、より確実に効率的に作業を行
うことができるのは、当該業者であるた
め。

5月30日
平成25年度牛久市地理情報シス
テム更新業務委託

(株)アイコンサルタン
ト 茨城営業所

16,827,300 16,800,000

当該業者は、当該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。

5月30日
平成２５年度　緊急通報装置電池
購入　単価契約

東日本電信電話(株)
茨城支店

656,502 656,502
NTT仕様の緊急通報装置に使用する電
池であり、他社のものでは対応できない。



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

6月7日
平成25年度　牛久クリーンセン
ター資源化施設供給フィーダ復旧
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

17,325,000 17,325,000

２次破砕機供給フィーダが破損したため
緊急に修理を行わないと操業ができない
ため、三菱重工㈱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。

6月13日
平成２５年度小中学校教育用コン
テンツ権利購入

山野井商事(株) 5,178,705 5,164,215

当該業者は、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の
購入業者であり、基本ソフトなしにオプショ
ンソフトは起動しないため、確実に更新す
ることができるため。

6月21日
平成２５年度上町・栄町保育園電
気エアコン修繕

(株)アポロ電器 616,455 616,455
保育業務に支障がでるため急遽修理を行
う必要があるため。

6月27日
平成２５年度　人事給与システム
改修業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

514,500 514,500
当該システムの開発業者であり、ほかの
業者では取り扱いができないため。

7月5日
平成２５年度　生活保護システム
制度改正対応業務委託

北日本コンピューター
サービス(株)

598,500 598,500
当該システムの開発業者であり、ほかの
業者では取り扱いができないため。

7月11日
平成25年度牛久市小中学校ウェ
ブサイト構築業務委託

(株)情報技術 2,556,750 2,551,500
牛久市ウェブサイトをカスタマイズして構
築するため、牛久市ウェブサイト構築業者
以外は取り扱いができないため。

7月11日
平成25年度牛久クリーンセンター
廃プラスチック再資源化業務委託
単価契約

(株)あおぞら 787,500 787,500

当該業者は、当該契約の履行につき法令
に基づく許可を有し、近隣地域において
唯一、廃プラスチック類を継続・安定的に
受入れRPF処理する施設を有しているた
め。

7月11日
平成２５年度牛久市職員採用試験
業務委託　　単価契約

(財)日本人事試験研
究センター

513,450 513,450

当該業者は市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及
び結果が良好であるため。



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

7月11日
平成２５年度　敬老の日大会記念
品購入　　単価契約

(株)中村屋 4,389,000 4,389,000

記念品として選定した食料品（祝敬老菓
子詰合せ）を大量生産し、配送まで可能な
業者は、市内で当該業者に限られるた
め。

7月25日
平成25年度牛久市地域イントラ
ネット再リース保守維持業務委託

東日本電信電話(株)
茨城支店

8,732,850 8,732,850
機器の再賃貸借及びそれに付随する業
務であるため。

8月1日
平成25年度第三次ＬＧＷＡＮ用設
定変更業務委託

東日本電信電話(株)
茨城支店

546,000 546,000
牛久市とイントラ機器の保守契約を結ん
でいる当該業者のみ取扱いができるた
め。

8月12日
平成25年度牛久運動公園給水ポ
ンプユニット交換工事

(株)常信企業 1,530,900 1,522,500
利用者に不便をかけないため老朽化した
給水ポンプユニットを緊急に交換する必
要があるため。

8月15日
平成２５年度　戸籍システム副本
送付対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

4,756,500 4,756,500
当該システムの開発業者であり、ほかの
業者では取り扱いができないため。

8月15日
平成25年度　戸籍システム副本送
付対応システム保守業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,483,650 1,483,650
当該システムの開発業者以外は取り扱い
ができないため。

8月26日
平成25年度　給食用小荷物専用
昇降機修繕工事

国際ビルサービス
(株) 茨城支店

1,508,850 1,396,500
昇降機の修繕について、過去の実績や現
在の状況を一番把握しているこの業者以
外に、適切な業者がいなかったため。

8月29日
平成２５年度不動産鑑定及び時点
修正業務委託（平成２７年度評価
替え用）Ａ工区

(株)山本不動産鑑定
事務所

9,135,000 9,135,000

市内に事務所を開設しているため、当市
の地価事情に精通し、前回の委託業者で
もあるため、過去の経緯を踏まえた継続
的な評価が可能である。また、茨城県不
動産鑑定士協会の提示している本鑑定の
市町村平均単価の概ね８割の額、時点修
正は概ね半額で契約が可能である。



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

8月29日
平成２５年度不動産鑑定及び時点
修正業務委託（平成２７年度評価
替え用）Ｂ工区

中央総合鑑定所 9,135,000 9,135,000

市内に事務所を開設しているため、当市
の地価事情に精通し、前回の委託業者で
もあるため、過去の経緯を踏まえた継続
的な評価が可能である。また、茨城県不
動産鑑定士協会の提示している本鑑定の
市町村平均単価の概ね８割の額、時点修
正は概ね半額で契約が可能である。

8月29日
平成25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

当該事業者は、平成１４年度よりスポーツ
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。

8月29日
平成２５年度牛久市政策情報紙企
画・編集業務委託

(株)常陽リビング社 740,250 740,250

今回発行する政策情報紙については、行
政が発行する従来の広報とは異なり、民
間企業の視点を取り入れた広報紙とす
る。
下記業者は、牛久市周辺の地域情報紙
を発行しており、さらに、近隣自治体の広
報物の企画編集を請け負っている実績を
有しており、牛久市の地域情報と自治体
の広報の双方に携わる唯一の業者であ
る。

9月5日
平成25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
定機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。

9月5日 平成２５年度空手道マット購入
富士スポーツ工業
(有)

4,950,750 4,937,625
㈶全日本空手道連盟公式競技認定品の
マットを製作している業者が当該業者の
みであるため。

9月10日
平成２５年度牛久第三中学校電話
設備交換

茨城電話工業㈱ 525,000 525,000
主装置の不良による通話交換ができない
状況により緊急対応で修繕するため。



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

9月12日
平成２５年度清掃工場ごみクレー
ン修繕

東亜テック㈲ 1,216,950 1,102,500
ごみクレーンの修繕は緊急対応であり、
給電ケーブル等の在庫がある業者でない
と対応できないため。

9月19日
平成２５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

18,900,000 18,900,000

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、他社では取り扱いができないと判断さ
れるため。

10月29日
平成25年度 使用済小型電子機器
等のピックアップ業務委託

(社)牛久市シルバー
人材センター

1,092,052 1,092,000
高齢者等の雇用創出を図るため、（社）牛
久市シルバー人材センターに当該業務を
委託する。

10月31日
平成25年度　環境マネジメントシス
テム更新審査業務委託

(財)日本品質保証機
構

1,156,050 1,156,050

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、他審査登録機関と
契約することができない。（他審査機関と
契約するためには、あらためて登録審査
を受審する必要があるため）

11月11日
平成２５年度　ＢＤＦ製造装置・蒸
留装置等購入　　　　　　議決案件

(株)ダイキアクシス 東
京支社

46,070,850 46,070,850

廃食用油を軽油の代替燃料にするＢＤＦ
は新しい分野であるため、全国にも取扱
い事業者が少ない。取扱い事業者を検索
し、業績等を基に６社を選定して当市の導
入予定仕様の提案見積を依頼した。その
結果、２社からの提案見積と１社から辞退
通知が届いた。バイオディーゼル燃料製
造装置機種選定委員会で２社のプロポー
ザル方式の選定を行った。採用された機
種は、牛久市仕様の特注であるため、提
案事業者と随意契約を締結する。

11月14日 平成２５年度　エコバック購入 太陽工業(株) 業務部 2,299,500 2,299,500
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

11月15日
平成25年度まちづくりデザイン業
務委託

有岡建築都市設計 4,704,000 4,704,000

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策定及びクリーンロー
ド構想の具現化に向けた計画の策定の
実績があり、本業務ではこれらの計画に
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。

11月28日
平成25年度牛久市中央地区牛久
駅東口駅前広場整備工事に係る
景観マネジメント業務

筑波都市整備(株) 6,863,850 6,825,000
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。

12月3日
平成24年度牛久運動公園野球場
スコアボード整備工事監理業務委
託

(株)環境デザイン研究
所

3,885,000 3,885,000

スコアボード整備工事は既存のバックスク
リーンの上部に増築する計画である。増
築部・既存部一体で現行法の基準を満た
すよう、建築基準法第12条第5項に基づ
いた設計を行っている。設計上の安全性
を担保するには、本設計者による工事監
理が必要であるため。

12月5日
２３国災第１９１－１－１号他下水
道災害復旧工事

(株)喜久屋工務店 13,125,000 13,125,000

工法の変更（開削工法から推進工法に変
更）により、国土交通省と設計変更協議が
認められ追加工事。24年度災害復旧費予
算からの施行とするため。

12月5日
24社総交公下第４号新地ポンプ場
汚水ポンプ交換工事

クボタ機工(株) 東京
支店

3,885,000 3,885,000
交換する汚水ポンプの製造業者であり、
当該業者以外では不可能なため。

12月5日
平成25年度　収納延滞金割合見
直し対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,302,000 1,302,000
当該システムの開発業者であり、ほかの
業者では取り扱いができないため。

1月16日 平成２５年度　空気清浄機購入 山野井商事(株) 3,598,350 3,598,350

オゾン燻蒸及びオゾン回収機能があるの
がこの製品のみであり、当該業者はこの
製品を扱う県内唯一の一次代理店である
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

1月22日
平成25年度中根小児童クラブ増設
工事

三協フロンテア(株) 土
浦出張所

9,376,500 9,376,500
指定の仕様の中古プレハブを調達できる
業者が他にいないため。

1月23日
24社総交公下第6号岡見第一ポン
プ場電気設備蓄電池更新工事

(株)ジーエス・ユアサ
フィールディングス 営業
本部東京支店茨城営
業所

8,295,000 8,295,000

当該業者は、交換する蓄電池及び制御電
源版の製造業者であり、交換作業におい
てもポンプ場の稼働に支障なく行う必要
があるため、当該業者以外に適切な業者
がいないため。

1月30日
平成25年度　国保前期高齢者2割
段階別引上げ対応業務委託

(株)日立システムズ 茨
城支店

3,210,900 3,150,000
当該業者は当該システムの開発業者で
あり、他の業者では取り扱いができないた
め。

1月30日
平成25年度　住民税税法改正対
応業務委託

 (株)日立システムズ
茨城支店

4,242,000 4,200,000
当該業者は当該システムの開発業者で
あり、他の業者では取り扱いができないた
め。

1月31日
平成２５年度　分庁舎薪ストーブ購
入

(株)日本ファイヤーライ
フ

3,549,000 3,549,000

設置場所に応じた熱量、燃焼効率、暖房
面積等を満たす製品が特定され、当該業
者は、薪ストーブ（指定品）の国内輸入総
代理店であるファイヤーサイドの正規代
理店であり、茨城県内では１社のみであ
るため。

2月7日
平成25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

91,140,000 91,140,000

清掃工場は、三菱重工㈱の独自設計のも
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。

2月7日
平成25年度　社会科副読本「わた
したちの牛久」増刷

(株)ぎょうせい 1,575,000 1,575,000

平成13年度に企画制作された社会科副
読本「私たちの牛久」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。

2月20日
平成26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

3,695,284 3,694,680
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。



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20日
平成２５年度　ペットボトル減容機
点検整備

鎌長製衡(株) 東京支
店

915,075 915,075
ペットボトル減容機は、メーカー独自の特
殊機器であるため、点検整備は製造メー
カーに限られるため。

2月20日
平成25年度　清掃工場資源化施
設消耗部品購入

三菱重工環境・化学
エンジニアリング(株) Ｏ
＆Ｍ事業本部

2,656,500 2,656,500

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制作を依
頼購入しなければ調達することができな
いため。

2月27日
平成26年度犬及び猫等の動物死
体処理業務委託  　単価契約

(株)ペットの郷 3,169,368 3,169,368
業務の委託にあたり、犬・猫等の死体処
理について、必要な設備と人員の確保が
できる業者に限定されるため。

2月27日
平成２６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

7,437,312 7,437,312
複写機については、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。

2月27日
平成２６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

946,080 946,080
複写機については、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。

2月27日
平成２６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

16,384,204 16,384,204
複写機については、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。

2月27日
平成２５年度清掃工場焼却施設ご
みクレーン用バケット油圧シリン
ダー購入

東亜テック(有) 546,000 546,000
ごみクレーンバケット用油圧シリンダーは
特注品のため、代理店である当該業者で
しか購入することができないため。

2月27日
平成２６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) 3,377,786 3,377,786

各ステーション(行政区）の位置及び周辺
状況を熟知しており、効率的な回収運搬
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。



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27日
平成２６年度　粗大ごみ収集業務
委託

(有)ワタベ商会 1,918,080 1,918,080

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。

2月27日
平成25年度　リフレガス空調機修
繕

東京瓦斯(株) 常総支
社

822,150 822,150
都市ガス設備であり、ガス事業法等により
当該業者に特定されるため。

2月27日
平成２６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

551,880 551,880

うしくコミュニティネットの保守管理につい
て開発した業者に委託しているので、
サーバの借り上げもまたその開発した業
者に委託することが、迅速な対処・運営に
必要であると考えられるため。

2月27日
平成２６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

583,200 583,200
うしくコミュティネットを保守管理する上で、
開発業者に任せることが、迅速かつ適切
な対応を可能にすると考えられるため。

2月27日
平成25年度　住民基本台帳ネット
ワーク再構築業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,727,500 3,727,500

現在使用しているシステムの再構築にあ
たり、データの移行、住民情報システムと
の連携等について期間及びコスト面で当
該システム構築者に委託することが有利
であるため。

2月27日
平成２６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)日立システムズ
茨城支店

3,758,400 3,758,400
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。

2月27日
平成26年度市民活動災害補償制
度業務委託

(株)みぞぐち商会 3,619,540 3,451,930
当該業者以外に、本設計に沿って履行で
きる業者がいないため。

3月6日
平成２６年度ブックスタートパック
購入

(特)ブックスタート 902,880 902,880

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こ
の法人だけである。

3月6日
平成25年度牛久駅東口駅前広場
舗装材料購入

東洋工業(株)　関東
工場

2,835,000 2,835,000
舗装材について、特注のレンガを納品で
きる業者が当該業者のみであるため。



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6日
平成26年度 使用済小型電子機器
等のピックアップ業務委託

(社)牛久市シルバー人
材センター

2,728,020 2,727,972
高齢者等の雇用創出を図るため、(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6日
平成２６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

2,416,998 2,416,932
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6日
平成２６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

673,920 673,920 システム開発者以外保守できないため。

3月6日
平成26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)

934,200 934,200
システム導入業者以外、保守作業ができ
ないため。

3月6日
平成２６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)

3,888,000 3,888,000

当該事業者は、コンピューターシステムの
運用・調達等に経験が豊かなＩＴコーディ
ネータを雇用しており、当市においても平
成１６年度から平成２５年度まで、その経
験を活かしたシステムの見直し及び調達
コストの適正化へ助言等を行ってきてお
り、大きな成果を上げている。引き続き適
正なコンピュータシステム等の運用及び
調達を進めるにあたり、当市での実績・経
験を踏まえた提案、助言が求められること
から、本契約事業者と随意契約をしようと
するものである。

3月13日
平成２６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

1,408,320 1,408,320

平成２３年度より業務委託しているが、防
犯カメラなどの既設設備等と密接不可分
の関係にあり、同一履行業者以外の者に
履行させた場合、既設設備の仕様に支障
が生ずるため、。また、当該業者の営業
所が駐車場の近隣にあり、緊急現場対応
の際、迅速に現地へ到着・対応することが
可能であるため。

3月13日
平成２６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

4,390,956 4,390,956
高齢者等の雇用安定等を図るシルバー
人材センターに委託するため。



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

3月13日 平成26年度広報配達業務委託
(社)牛久市シルバー人
材センター

575,940 575,940 シルバー人材センター活用のため。

3月13日
平成26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

3,139,274 3,139,274
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促
進を図るため。

3月13日
平成26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

7,550,361 7,550,361
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促
進を図るため。

3月13日
平成26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

960,135 960,135
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促
進を図るため。

3月13日
平成２６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

1,036,800 1,036,800
当該システムの開発業者以外は取り扱い
ができないため。

3月13日
平成２６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

604,800 594,000

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13日
平成26年度～28年度　清掃工場
運転管理業務委託

重環オペレーション
(株)

752,755,680 752,755,680

清掃工場は三菱重工㈱の独自設計施工
の施設であり、運転条件、公害防止基準
等を達成するには、同社プラント運転部門
の専門子会社である当該業者でなけれ
ば、運転管理業務を遂行することができ
ないため。

3月13日
平成26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 2,592,000 2,592,000

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ため。また、市内に施
設があるため運搬コストの削減になるた
め。

3月13日
平成26年度ガラス残渣及び陶磁
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)

5,132,160 5,106,240
分別のできない細かい「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。

3月13日
平成２６年度エスカード出張所業
務委託　　単価契約

牛久都市開発(株) 567,000 567,000
エスカードビルの管理運営をしている牛久
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。



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13日
平成25年度　障害者総合支援法
改正対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,596,000 1,596,000
当該システムの開発業者であり、他の業
者では扱いができないため。

3月13日
平成25年度　国民健康保険税軽
減世帯拡大対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

840,000 840,000
当該システムの開発業者であり、他の業
者では扱いができないため。

3月13日
平成25年度　介護保険システム消
費税率対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,024,000 3,024,000
当該システムの開発業者であり、他の業
者では扱いができないため。

3月13日
平成25年度　国民年金保険料の
免除に係る遡及期間の見直し対
応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

682,500 682,500
当該システムの開発業者であり、他の業
者では扱いができないため。

3月13日
平成26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

4,769,280 4,769,280 システム構築業者のみができるため。

3月13日
平成26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)

583,200 583,200
システム納入業者以外は保守ができない
ため。

3月13日
平成26年度使用　道徳等副読本
購入

(株)須沢 3,009,300 3,009,195

副読本は、準教科書として各学校がそれ
ぞれ選択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
のみであるため。

3月14日
平成26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

844,309 844,309
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。

3月14日
平成２６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

4,852,085 4,852,085
高齢者の雇用促進と活用促進を図るた
め。

3月14日
平成２６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

11,505,817 11,505,817
高齢者の雇用促進と活用促進を図るた
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20日
平成26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 30,261,600 30,261,600

当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20日
平成26年度牛久市広報ラジオ番
組制作放送業務委託

（株）茨城放送 1,903,824 1,903,824

平成23年度よりラジオ放送を開始してお
り、特殊な技術、機器等を必要とすること
はもとより、牛久市内で災害等が発生、ま
たは発生することが予測される場合に市
民に対して緊急放送により情報を提供す
るためには、他の業者では目的を達する
ことができないため。

3月20日
平成26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) 3,784,320 3,784,320
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
通している事業者であるため。

3月20日
平成26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

5,412,329 5,412,329
高齢者の就業支援を行う公益社団法人シ
ルバー人材センターから役務の提供を受
けるため。

3月20日
平成26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

518,400 518,400

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
データの整合性がなくなってしまう。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。そのテータベース（TOOLi図書館パッ
ケージ連携版・稼働システムと密接不可
欠）を納品できるのはこの業者のみのた
め。

3月20日
平成26年度小中学校図書館デー
タベース使用料

（株）図書館流通セン
ター

407,160 407,160

学校図書館で利用する図書の書誌データ
については当該業者のみ提供可能であ
り、貸出・検索等において当該データベー
スを使用する必要があるため。



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20日
平成26年度ごみの収集及び運搬
業務委託（１）　単価契約

（株）そめや 66,744,000 66,744,000

ごみ集積所の位置・収集経路・集積所周
辺の現状を熟知しており、長年の収集実
績を有する企業であり、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。

3月20日
平成26年度新資源回収及び運搬
業務委託（区域１）

（株）そめや 35,767,850 35,767,850
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20日
平成26年度生ごみ収集及び運搬
業務委託

（株）そめや 15,867,360 15,865,200

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20日
平成26年度ごみの収集及び運搬
業務委託（２）　単価契約

（有）栄広社 40,549,248 40,549,248

ごみ集積所の位置・収集経路・集積所周
辺の現状を熟知しており、長年の収集実
績を有する企業であり、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。

3月20日
平成26年度新資源回収及び運搬
業務委託（区域２）

（有）栄広社 23,288,925 23,288,925
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20日
平成26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 28,240,272 28,240,272

ごみ集積所の位置・収集経路・集積所周
辺の現状を熟知しており、長年の収集実
績を有する企業であり、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。

3月20日
平成26年度新資源回収及び運搬
業務委託（区域３）

（有）ワタベ商会 20,853,288 20,853,288
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27日
平成26年度牛久運動公園体育館
整体業務委託

整体　仲野 1,080,000 1,080,000
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。



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27日
平成25年度　子ども・子育て支援
制度に係るシステム導入業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

11,188,800 11,188,800

現在導入している住民情報システムとの
データの移行、連携等について期間及び
コスト面で当該システム構築者に委託す
ることが有利であるため。

3月27日
平成26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

45,468,000 45,468,000
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解処
理するため。

3月27日
平成26年度　焼却灰（飛灰）運搬
業務委託　　単価契約

中電興産(株) 5,572,800 5,572,800
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。

3月27日
平成26年度　焼却灰（主灰）運搬
業務委託　　単価契約

中電興産(株) 1,722,600 1,722,600

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27日
平成26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) 3,240,000 3,240,000
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27日
平成26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) 8,758,800 8,758,800
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27日
平成26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)

1,869,285 1,869,285
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31日
平成26年度　学校給食ゼロエミッ
ション業務委託

(特)エコライフ 2,930,040 2,926,800

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。


