平成２６年度随意契約結果
単位：円

契約日

件

名

契約の相手方

4月2日

平成２６年度農産物処理加工機器 うしくグリーンファー
運転管理業務委託
ム(株)

4月4日

平成２６年度牛久市体育施設グラ
(特)アスク
ンド管理業務委託

4月7日

平成２６年度道路清掃車定期整備 (有)パラミノス

4月7日

平成２６年度廃食用油バイオ
ディーゼル燃料化事業業務委託

うしくグリーンファー
ム(株)

予定価格（税込）
1,297,080

13,316,400

契約金額（税込）

随意契約の理由

農産物を加工する特殊な機械であり、運
1,297,080 転技術を熟知したものに運転業務を委託
する必要があるため。
当該業者は、体育施設の維持管理の専
13,309,920 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。

1,051,920

当該車両は特殊車両のため、構造の熟
1,047,600 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。

12,286,327

バイオマス事業は農業政策と目的・趣旨
が同様であり一体で行う部分が多い。当
12,286,327
該業者は両方に精通していて経験年数が
あるため。

7,830,000

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
7,830,000
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10日

平成２６年度アヤメ園管理業務委
(特)うしく里山の会
託

4月10日

平成２６年度牛久市介護予防生活 (社)牛久市シルバー
支援事業委託（パソコン教室）
人材センター

511,419

511,419

4月17日

平成２６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

1,471,284

1,471,284

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
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。

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

639,360

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
639,360 スを所有しているのは、県内で指定業者
だけである。また、検査実績や検査技術
においても良好である。

1,004,400

専門的知識・技能を有する講師を派遣す
1,004,400 るという業務の特殊性が指名競争入札に
適さないため、随意契約とするもの。

4月21日

平成２６年度女化・栄町運動広場
及び小学校グランド芝生管理業務 (特)グリーンサポート
委託

13,203,668

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無く、か
13,197,600
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。

4月24日

平成２６年度観光客動態調査業務 (社)牛久市シルバー
委託
人材センター

88,869

4月17日

平成２６年度幼児視力検査業務委
(財)茨城県メディカル
託
センター
単価契約

4月17日

平成２６年度学校ビオトープから始
まるまちづくり事業委託
(特)アサザ基金
単価契約

4月24日

4月25日

平成２６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)

平成26年度文化財燻蒸作業業務 関東港業(株) 鹿島営
委託
業所

高年齢者の就業支援を行う(社)牛久市シ
88,869 ルバー人材センターからの役務の提供を
受けるため。

1,555,200

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
1,555,200 規(株)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。

750,600

美術品の燻蒸において、美術保管庫のあ
る中央生涯学習センターを稼働しながら
短期間で安全に行うために、毒性の低い
酸化プロピレン（公益財団法人文化財虫
菌害研究所の認定薬物：アルプ）を使用
718,200 し、別室でビニール被覆燻蒸を行う。
そのためには、アルプを使用する関東で
唯一の業者で、文化財の燻蒸を専門に取
り扱う部署を持ち、他の市町村において
実績がある当該業者に委託する必要が
あるため。

契約日

4月30日

件

名

平成２５年度ＢＤＦ製造装置等設
置業務委託

契約の相手方

(株)ダイキアクシス
東京支社

予定価格（税込）

契約金額（税込）

随意契約の理由

12,420,000

昨年度、バイオディーゼル燃料製造装置
機種選定委員会において、製造装置価
12,420,000 格・メンテナンス費用・導入（設置）費用・
消耗品・使用薬剤等を総合的に検討した
結果で選定した業者に委託を行う。

4月30日

平成２６年度市政広報紙・市政情
ＭＯＯＮ ＷＯＲＫＳ
報誌企画編集業務委託
単価契約

2,980,800

牛久市で実施する重要な施策について、
市民に対して正確にわかりやすくお知ら
せするための広報紙や市政情報誌の企
2,980,800 画・編集には、専門的な知識が必要であ
り、かつ、専門員としてこれまで牛久市で
行ってきた戦略的広報の発行に携わった
知識と経験が必要であるため。

5月8日

平成２６年度スズメバチ駆除業務
委託
(株)ヒュリカ
単価契約

2,689,200

本契約の履行については、緊急性を伴う
2,689,200 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15日

平成26年度国保月報・調整交付
金システムバージョンアップ

(株)茨城計算セン
ター

5月15日

平成26年度 簡素な給付金及び
子育て支援給付金システム導入
業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

5月22日

平成２６年度臨時福祉給付金・子
育て世帯臨時特例給付金問合せ 茨城電話工業(株)
対応電話機器賃貸借

5月29日

平成26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

972,000

11,610,000

国、県などに報告申請するソフトが㈱茨城
計算センターの権利ソフトであるため他業
972,000
者によるバージョンアップが不可能なた
め。
現在導入している住民情報システムとの
データの移行、連携等について当該シス
11,610,000
テム構築者に委託することが有利である
ため。

486,000

当該業者は、庁舎の電話設備の保守業
者であり、宅内の電話配線設備を熟知し
486,000
ていることにより、円滑な電話機器の設置
ができるため。

25,054,846

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
25,045,200
いても他社で実施資することが不可能で
あるため。

契約日

5月29日

件

名

契約の相手方

平成26年度PM2.5監視システム運
(株)アート科学
用及び保守点検業務委託

予定価格（税込）

契約金額（税込）

随意契約の理由

533,520

ＰＭ２．５測定機器により測定した大気汚
染データを、市ホームページに自動配信
533,520
を行う監視システムの運用及び保守点検
は当該業者以外ではできないため。

2,097,360

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
2,097,360 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。

6月5日

平成２６年度小中学校教育用教材
山野井商事(株)
コンテンツ権利購入

6月5日

平成２６年度プール上屋ドーム保 (株)横河システム建
守点検業務委託
築

820,800

牛久運動公園プール上屋ドームの制御装
756,000 置は、(株)横河システム建築の独自シス
テムであるため。

6月6日

平成２６年度牛久町雨水管緊急改
菊水サトー建設(株)
修工事

14,990,400

14,968,800 雨水管破損個所を早急に改修するため。

2,300,400

公会計財務書類作成に向けてのシステム
導入時に、実際の作業を当該業者と行っ
2,268,000 ており、それ以外の者に履行させた場合
には著しい支障が生じるおそれがあるた
め。

2,127,600

当該業者はタキイ種苗牛久農場を長年管
理しており、場内の地下埋設管の位置や
2,127,600 施設を把握し現場に精通しており、他の
業者に履行させた場合地下埋設管等に
支障が生じる恐れがあるため。

6月12日

6月26日

平成２６年度財務書類作成支援業 エスティコンサルティ
務委託
ング(株)

平成26年度タキイ種苗牛久農場
管理業務委託

鈴木商会

契約日

7月8日

7月10日

7月10日

件

名

契約の相手方

平成26年度広報物配布業務委託
(株)茨城読売ＩＳ
単価契約

平成26年度牛久市メール配信シス
テム再構築業務委託（～平成29年 (株)情報技術
度）

平成２６年度 空気清浄機購入

山野井商事(株)

7月15日

平成２６年度牛久市職員採用試験 (財)日本人事試験研
究センター
単価契約
業務委託

7月17日

三菱重工環境・化学
平成２６年度清掃工場資源化施設
エンジニアリング(株)
消耗部品購入
営業統括部

予定価格（税込）

契約金額（税込）

随意契約の理由

1,338,120

牛久市で実施する重要な施策について、
市民に対して正確にわかりやすくお知ら
せするための広報紙や市政情報誌のう
1,318,464
ち、各月の15日に発行する分は広報うしく
と併配するため、広報うしくの配布を請け
負っている当該業者と契約を行う。

1,209,600

当該業者のメール配信システムは、牛久
市が現在使用しているホームページシス
テムの追加機能として使用できることか
ら、新たに開発経費をかけることなく、新
システムと当市ホームページの連携が実
1,209,600 現でき、緊急時においても職員の手間を
煩わせることなくホームページへ自動掲
載することが可能となる。また、現ホーム
ページで使用しているサーバを利用でき
るため、他のシステムと比較し、安価にシ
ステムを使用できる。

4,271,184

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
4,270,320
製品を扱う県内唯一の１次代理店である
ため。

511,920

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
511,920 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い実績
及び結果が良好であるため。

3,715,200

清掃工場は三菱重工(株)の設計施工の
施設であるため、主要設備が製作品であ
3,715,200 り、部品においても当該業者に製作を依
頼し購入しなければ調達することができな
い。

契約日

件

名

契約の相手方
(特)日本スポーツ振
興協会 牛久支店

7月24日

平成26年度スポーツ教室事業業
務委託 単価契約

7月24日

平成２６年度 敬老の日大会記念
(株)中村屋
品購入 単価契約

予定価格（税込）

契約金額（税込）

随意契約の理由

5,573,188

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
5,573,188
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。

4,967,892

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
4,967,892
業者は、市内の中で当該業者に限られる
ため。

7月31日

平成２６年度低濃度ポリ塩化ビフェ
杉田建材(株)
ニル廃棄物処理委託

1,072,224

廃棄物処理法第１５条の４の４第１項に基
づき無害化処理認定を受けている事業者
でトランス・コンデンサ等の処理が出来る
1,072,224
事業者のうち、関東近隣では当該業者の
みであり、運搬費用について競争性が図
れないため。

8月7日

平成26年度 医療福祉費支給に
(株)日立システムズ
関する条例改正に伴うシステム改
茨城支店
修業務委託

3,337,200

3,337,200

8月7日

２５社総交公下第１１号岡見第一 荏原実業(株) 茨城営
ポンプ場汚水ポンプ長寿命化工事 業所

8月8日

平成26年度まちづくりデザイン業
務委託

有岡建築都市設計

当該業者は当該システムの開発業者で
あり、他の業者では扱いができないため。

19,548,000

当該業者は汚水ポンプの製造業者であ
19,440,000 り、部品製作・交換作業等においても当該
業者以外では不可能なため。

2,494,800

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グリーンロー
ド構想の具現化に向けた計画の策定の
2,494,800
実績があり、本業務ではこれらの計画に
基づいた施設整備を実現するために、当
該業者の監修、提案が必要であるため。

契約日

9月4日

件

名

契約の相手方

平成26年度牛久駅・ひたち野うしく (株)日立ビルシステ
駅エスカレーター修繕工事
ム 東関東支社

予定価格（税込）

契約金額（税込）

随意契約の理由

18,252,000

当該エスカレーターは日立製作所製のも
のであり、その系列会社以外では対処で
きないため、当該業者に実施させることが
適当と考えられる。
18,252,000 また当該業者は、現在昇降機の保守点検
を履行中の業者であり、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。
当該業者は、牛久市が購入した放射能測
定機器製造会社の販売代理店であり、製
702,000 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4日

平成26年度放射能測定器点検校
(株)ノルメカエイシア
正業務委託

702,000

9月11日

平成２６年度年金生活者支援給付 (株)日立システムズ
金システム対応業務委託
茨城支店

4,320,000

4,320,000

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。

9月11日

平成２６年度社会保障・税番号に
伴う住基、税、宛名システム対応
業務委託

24,145,560

24,145,560

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。

9月22日

三菱重工環境・化学
平成２６年度清掃工場３号誘引通
エンジニアリング(株)
風機用インバーター盤修繕工事
営業統括部

18,792,000

清掃工場は三菱重工業(株)の独自設計
施工のものであり、同社保守管理部門の
18,792,000
子会社である当該業者でなければ、修繕
工事を実施することができないため。

9月25日

平成２６年度平和の集い講師派遣
(株)パワービーンズ
業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

567,440

567,440

事業実施日に指定講師を派遣できる業者
であるため。

契約日

10月2日

件

名

平成２６年度 エコバック購入

契約の相手方

太陽工業(株) 業務部

三菱重工環境・化学
平成２６年度清掃工場膜分離装置
10月22日
エンジニアリング(株)
用消耗品購入
営業統括部

平成26年度 清掃工場点検整備
10月30日
業務委託

11月7日

11月13日

平成26年度 薪ストーブ購入

三菱重工環境・化学
エンジニアリング(株)
営業統括部

(株)日本ファイヤーラ
イフ

平成26年度 第2回焼却灰（飛灰）
中電興産(株)
運搬業務委託 単価契約

平成26年度木質ペレット製造業務 うしくグリーンファー
11月13日
委託
ム(株)

11月20日

平成２６年度空手道マット・運搬車 富士スポーツ工業
購入
(有)

予定価格（税込）

契約金額（税込）

随意契約の理由

2,365,200

当市で資源物回収に使用しているエコ
2,365,200 バックは、特許を有し、市民にも浸透して
いる為同様のものを購入する。

2,424,600

清掃工場は三菱重工(株)の設計施工の
施設であるため、主要設備が製作品であ
2,322,000 り、部品においても当該業者に製作を依
頼し、購入しなければ調達することができ
ないため。

62,640,000

清掃工場は三菱重工(株)の設計施工の
施設であるため、同社保守管理部門の当
60,480,000
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。

3,967,920

薪ストーブは、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
される。薪ストーブ（指定品）の国内輸入
3,963,600
総代理店であるファイヤーサイドの正規
代理店は、茨城県内では当該業者のみで
あるため。

2,203,200

今年度運搬に使用しているアームロール
６ｔ連結車の継続使用が困難になったが、
2,203,200 当該業者が１０ｔ特殊車で引き続き運搬を
行うことで、より安価にかつ遅滞なく運搬
業務が行えるため。

5,821,200

当該業者は、現在同敷地内でＢＤＦ製造
5,821,200 事業を行っており、バイオマス事業に精通
しているため。

3,121,200

（財）全日本空手道連盟公式競技認定品
3,008,880 のリバーシブルマットを製作している業者
が当該業者のみであるため。

契約日

件

名

契約の相手方

平成２６年度幼稚園空気清浄機購
11月20日
山野井商事(株)
入

予定価格（税込）

契約金額（税込）

随意契約の理由

1,565,568

オゾン燻蒸およ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
1,565,568
の製品を扱う県内唯一の１次代理店であ
るため。

11月20日

平成２６年度モデル公園基本・実
施設計業務委託

(株)環境デザイン研
究所

4,860,000

本業務は、現在履行中の「公園遊具基本
構想提案業務委託」と密接に関連する業
務であり、当該業務を履行中の者に本業
務と並行して履行させることにより、基本
4,860,000 構想の考え方及び市民の意見等を効率
的に反映させることができる。また、履行
期間を短縮できることから次の事業計画
を遅滞なく進めることができ、かつ経費の
節減も確保できるため。

11月20日

平成２６年度国民健康保険自己限 (株)日立システムズ
度額の細分化対応業務委託
茨城支店

4,405,320

4,405,320

11月26日

平成26年度 衆議院議員総選挙
ポスター掲示場設置撤去

2,203,200

ポスター掲示場設置予定日までの日数が
2,203,200 なく、競争入札に付する時間的余裕がな
いため。

(株)タナカ

平成２６年度 牛久市要援護者台
11月27日 帳管理システム追加導入業務委 アトミクス(株)
託
12月2日

平成２６年度国民審査用読取分類
(株)東和
機購入

12月5日

平成２６年度衆議院議員総選挙選
(株)朝日オリコミ茨城
挙公報等折込

12月11日

平成26年度清掃工場エアコン室外 東京瓦斯(株) 常総支
機修繕
社

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。

679,860

677,700

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。

2,376,000

2,376,000

同社は読取機製造社の県内唯一の代理
店であるため。

537,138

1,195,285

選挙公報配布予定日までの日数がなく、
537,138 競争入札に付する時間的余裕がないた
め。
1,011,960

エアコンは当該業者の製品・加工のた
め、当該業者でしか修繕ができないため。

契約日

12月18日

12月18日

12月22日

件

名

平成２６年度アクアサンデー水中
運動指導業務委託契約

平成２６年度アクアサンデー温水
プール賃貸借契約

契約の相手方

(株)つくばアクアライフ

礒亀創業(有)

平成２６年度かっぱの里生涯学習 (株)日立製作所 茨城
センター震度計新設工事
支店

予定価格（税込）

契約金額（税込）

随意契約の理由

972,000

当該事業の委託についての条件として、
疾病予防のための特別な指導プログラム
を持ち、その実績があること、血液検査等
において、教室の効果や改善点を的確に
972,000 評価できることが必要である。当該委託
先は、筑波大学との産学連携事業の中
で、水中運動の専門家による指導と評価
が可能であり、今後の事業運営について
も根拠に基づく指導が受けられるため。

4,536,000

生活習慣病予防の早期介入のために
は、若い世代への働きかけが必要であ
る。平日は仕事を抱えている働き盛りの
若い世代が、健康づくりに取り組むきっか
け作りとなるよう、日曜日に水中運動教室
4,536,000
（アクアサンデー）を開催する。事業実施
にあたり、年間を通じて行うため温水であ
ることと、市施設と同程度の設備を有し、
休日に貸切が可能で、交通の便が良い施
設は、当該施設のみであるため。

8,370,000

茨城県震度情報ネットワークシステムに
ついては、茨城県及び県内全市町村とも
日立製作所が受注設置しており、運用保
守についても同社が受注している。新た
に設置するかっぱの里生涯学習センター
8,370,000
の震度計についても、震度データを茨城
県庁のサーバを経て気象庁へ送信する
必要があり、ネットワーク全体の設計・設
定、運用・保守を担当している同社以外に
施工できる業者はないため。

契約日

件

名

平成２６年度（仮称）牛久市コミュ
12月25日 ニティFM放送潜在電界調査業務
委託

12月25日

契約の相手方

(株)エヌエイチケイア
イテック 水戸事業所

平成26年度 環境マネジメントシス
(財)日本品質保証機構
テム定期審査業務委託

1月8日

平成２６年度トレーニングマシン購
(株)スリーウィン
入

1月15日

平成26年度中央図書館エレベー
ターマルチビームドアセンサー交
換工事

1月15日

1月21日

予定価格（税込）

契約金額（税込）

随意契約の理由

540,000

当該業者は平成２３年度にコミュニティＦ
Ｍの開局にあたり周波数に係る潜在電界
調査を受託していた。
この度、総務省関東総合通信局から当該
業者を通して、周波数に空きが出る情報
を得たため、前回の調査データを保有し
540,000
ており、かつ牛久市における周波数の状
況を細部にわたり把握し、また総務省関
東総合通信局と連絡調整も円滑に進めら
れることで費用を抑えることができる当該
事業者に調査作業を委託するものであ
る。

638,280

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
638,280 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）

3,061,800

3,061,800

指定物品が中古品であり、当該業者のみ
指定物品の納品・設置を扱っているため。

540,000

交換が必要な部品が昇降機業者の指定
540,000 使用部品であり、当該業者のみが交換可
能であるため。

２６社総交公下第３－４号岡見第
荏原実業(株) 茨城営
一ポンプ場汚水ポンプ長寿命化工
業所
事

18,900,000

汚水ポンプの製造業者であり、部品製作・
18,900,000 交換作業等においても当該業者以外では
不可能なため。

平成２６年度可燃性粗大ごみ切断
鎌長製衡(株) 東京支
機・ペットボトル減容機点検整備業
店
務委託

9,072,000

可燃性粗大ごみ破砕機及びペットボトル
9,072,000 減容機は、当該業者の設計・製作品であ
り他社では点検ができないため。

(株)日立ビルシステ
ム 東関東支社

契約日

件

名

契約の相手方

1月22日

英語指導講師業務委託（平成２７
(株)インタラック
年度～平成２９年度）

1月22日

平成２６年度社会保障・税番号制
北日本コンピューター
度に伴う生活保護システム対応業
サービス(株)
務委託

1月22日

予定価格（税込）

96,228,000

契約金額（税込）

随意契約の理由

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
96,228,000 り、平成２６年１１月２８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。

1,512,000

1,512,000

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。

平成２６年度社会保障・税番号制
(株)日立システムズ
度に伴う福祉関係システム対応業
茨城支店
務委託

20,177,748

20,177,748

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。

2月5日

平成２６年度農地台帳システム法 (株)日立システムズ
改正対応業務委託
茨城支店

3,267,000

3,267,000

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。

2月5日

平成２６年度児童扶養手当システ (株)日立システムズ
ム法改正対応業務委託
茨城支店

1,485,000

1,485,000

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。

2月5日

平成２６年度障害者福祉システム (株)日立システムズ
障害者手帳改修業務委託
茨城支店

1,728,000

1,728,000

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。

2月6日

ひたち野うしく小学校プール施設
(特)日本スポーツ振
管理業務委託（平成２７年度～平
興協会 牛久支店
成３１年度）

278,254,440

プール管理運営実績があり、市内で唯一
278,254,440 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6日

牛久市体育施設管理業務委託
（平成２７年度～平成３１年度）

309,975,120

体育施設の管理業務の実績があり、市内
309,975,120 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。

(特)日本スポーツ振
興協会 牛久支店

契約日

件

名

契約の相手方

2月19日

平成２６年度牛久運動公園ふわふ
太陽工業(株) 業務部
わドーム膜購入

2月26日

平成２７年度ブックスタートパック
購入

2月26日

平成２６年度介護保険システム介 (株)日立システムズ
護保険法改正対応業務委託
茨城支店

2月27日

平成２６年度コミュニティＦＭ放送
局設計及び開局準備業務委託

3月3日

平成２６年度社会科副読本「わた
したちの牛久」増刷

(特)ブックスタート

(株)エヌエイチケイア
イテック 水戸事業所

(株)ぎょうせい

予定価格（税込）

契約金額（税込）

随意契約の理由

9,450,000

モデル公園整備にあたり、市民意見を集
約するなど検討を重ね、公園整備の設計
を進めるうえで、目玉となる遊具としてふ
9,450,000 わふわドームを採用することとなった。そ
の製造メーカーであり、当市の指名参加
資格を持つ業者は当該業者のみであるた
め。

923,400

ブックスタート事業を推進するにあたり、
関係する書籍（絵本）や読み聞かせアドバ
923,400
イス集等を一緒に納品できるのはこの法
人のみであるため。

12,204,000

12,204,000

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。

3,780,000

コミュニティＦＭ放送局免許申請業務は、
認可元である総務省への詳細な申請書
類提出が求めらており、放送を実現する
ための送信設備、演奏設備、建築設備に
関する設計書類を併せて提出することと
なっている。
当該業者は、これまで当市において開局
のための周波数調査を受注しており、詳
細な放送電波の状況についてデータをす
3,672,000
でに取得している。この周波数のデータを
基に放送エリアを特定し送信設備、演奏
設備、建築設備の設計を行うものである。
以上のことから放送局免許申請を委託で
きる事業者であると同時に、他のコミュニ
ティＦＭ放送局開局に関与した実績も多
数あり、更に設計について高度な知識・技
能を有していることから、円滑な開局準備
を行うことができるため。

1,468,800

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、当時制作を担当した
1,468,800
当該業者が本文及び写真等の原版を所
持しているため。

契約日

件

名

契約の相手方

3月5日

平成27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

3月5日

平成27年度 木くず類資源化処理
(有)イーペック牛久
業務委託 単価契約

3月5日

平成２７年度コミュニティWebサー
バ保守業務委託

ガラスリソーシング
(株)

(株)つくばマルチメ
ディア

予定価格（税込）

契約金額（税込）

随意契約の理由

5,132,160

分別のできない細かい「ガラス残渣」及び
5,106,240 「陶磁器残渣」を資源処理できるのは当該
業者のみであるため。

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
2,592,000
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。

583,200

うしくコミュニティネットを保守管理するうえ
583,200 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。

3月5日

平成２７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

牛久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、
551,880 サーバの借上げもまた、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。

3月5日

平成27年度エスカード生涯学習セ
牛久都市開発(株)
ンター施設管理業務委託
単価契約

4,142,880

エスカード牛久ビルの総合的な管理運営
4,142,880 事務を行っており、施設の設備起工に精
通している事業者であるため。

3月5日

平成２７年度エスカード出張所業
務委託 単価契約

3月5日

平成27年度市民活動災害補償制
(株)みぞぐち商会
度業務委託

牛久都市開発(株)

793,800

3,284,520

エスカードビルの管理運営をしている当該
793,800 業者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。

3,284,519

当該業者以外に、本設計にそって履行で
きる業者がいないため。

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12日

平成２７年度生ごみ堆肥化業務委
常陽醗酵農法牧場
託
(株)
単価契約

1,872,169

1,872,169

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12日

平成２７年度牛久運動公園体育館
整体 仲野
整体業務委託

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。

3月12日

平成２７年度キャノン複写機複合
機保守契約
単価契約

15,448,924

15,448,924

複写機については、製造メーカー系列以
外での機器保守ができないため。

キヤノンシステムアン
ドサポート(株) 茨城
営業部

3月12日

平成２７年度公有財産管理システ (株)きもと 筑波営業
ム保守業務委託
所

3月12日

平成２７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

3月12日

平成２７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

648,000

7,563,888

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
594,000 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。
7,563,888

複写機については、製造メーカー系列以
外での機器保守ができないため。

845,401

高年齢者の就業支援を行う（社）牛久市シ
845,401 ルバー人材センターから役務の提供を受
けるため。
本事業者は、コンピュータシステムの運
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１
６年度から平成２６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
3,888,000
の適正化への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、助言が求められるため。

3月12日

平成２７年度ＩＴコーディネータコン 常磐システムエンジ
サルティング業務委託
ニアリング(株)

3,888,000

3月12日

平成２７年度公会計システム保守 エスティコンサルティ
業務委託
ング(株)

934,200

934,200

システム導入業者以外は保守作業ができ
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

3月12日

平成２７年度非常勤職員システム (株)ニッセイコム 水
保守業務委託
戸支店

3月12日

平成２７年度ＰＭ２．５監視システ
ム運用及びサーバー保守点検業 (株)アート科学
務

3月12日

平成２７年度牛久市総合福祉セン (社)牛久市シルバー
ター日常清掃業務委託
人材センター

7,539,770

7,539,770

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12日

平成２７年度牛久市総合福祉セン (社)牛久市シルバー
ター施設受付業務委託
人材センター

3,158,639

3,158,639

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12日

平成２７年度牛久市総合福祉セン (社)牛久市シルバー
ター植栽維持管理業務委託
人材センター

960,136

960,136

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16日

平成２７年度ゼロックス複写機複
合機保守契約
単価契約

751,248

751,248

複写機については、製造メーカー系列以
外での機器保守ができないため。

富士ゼロックス茨城
(株) 営業統括部

3月16日

平成２７年度使用道徳等副読本購
(株)須沢
入

3月16日

平成２７年度岡田小、神谷小、中
根小、ひたち野うしく小学校教師用 (株)須沢
指導書・教科書購入

システム導入業者以外は保守作業ができ
ないため。

673,920

673,920

609,120

ＰＭ２．５測定機器により測定した大気汚
染データを市ホームページに自動的に配
609,120 信する機能を伴った監視システムの運用
及び保守点検が可能な業者は当該業者
のみであるため。

2,828,754

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
2,828,736 副読本出版社すべて（小学校５社、中学
校４社）を購入できる指定代理店が当該
御意者のみであるため。

3,786,131

教師用指導書は教科書と同様に茨城県
の指定販売所である茨城県教科書販売
3,786,131 (株)の指定代理店を通して納入することと
なっており、この４小学校の指定代理店が
当該業者であるため。

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16日

平成２７年度牛久小、奥野小、二
小、向台小学校教師用指導書・教 (株)菅井書店
科書購入

2,818,053

教師用指導書は教科書と同様に茨城県
の指定販売所である茨城県教科書販売
2,818,044 (株)の指定代理店を通して納入することと
なっており、この４小学校の指定代理店が
当該業者であるため。

3月19日

平成２７年度ｅ－ＬＴＡＸ ＡＳＰサー (株)日立システムズ
ビス保守業務委託
茨城支店

4,769,280

4,769,280

システム構築業者のみができる業務であ
るため。

3月19日

平成２７年度住民基本台帳ネット
ワークシステム保守業務委託

3,758,400

3,758,400

対象システムのメーカ指定保守業者であ
り、他業者では取り扱いができないため。

3月19日

平成２７年度資源物回収及び運搬
業務委託（行政区）
みずほリサイクル(同)
単価契約

4,018,896

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、効率的な回収運
4,018,896 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。

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
518,400 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を行うこ
とができる。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）を納品できるのはこの業者の
みのため。

31,924,800

当事業者は図書館と協働体制を取ってお
り、図書館業務及び学校図書館ネット
31,924,800
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。

(株)日立システムズ
茨城支店

3月19日

平成２７年度中央図書館ＴＯＯＬｉ使 (株)図書館流通セン
用料
ター

3月19日

平成２７年度図書館業務及び学校
(特)リーブルの会
図書館ネットワーク支援業務委託

契約日
3月19日

件

名

平成２７年度広報配達業務委託

契約の相手方
(社)牛久市シルバー
人材センター

予定価格（税込）
575,940

契約金額（税込）
575,940

随意契約の理由
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19日

平成２７年度ごみの収集及び運搬
(株)そめや
業務委託（１）
単価契約

71,754,660

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
実績を要する事業者であることから本委
71,754,660
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ため。

3月19日

平成２７年度新資源回収及び運搬
(株)そめや
業務委託（区域１）

38,256,364

38,256,364

16,320,744

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
16,320,744 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19日

平成２７年度生ごみ収集及び運搬
(株)そめや
業務委託

市指定デザイン車両を保有し、収集実績
があるため。

3月19日

平成２７年度ごみの収集及び運搬
(有)栄広社
業務委託（２）
単価契約

24,368,040

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
実績を要する事業者であることから本委
24,368,040
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ため。

3月19日

平成２７年度新資源回収及び運搬
(有)栄広社
業務委託（区域２）

15,655,939

15,655,939

39,270,420

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
実績を要する事業者であることから本委
39,270,420
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ため。

3月19日

平成２７年度ごみの収集及び運搬
業務委託（３）
(有)ワタベ商会
単価契約

市指定デザイン車両を保有し、収集実績
があるため。

契約日
3月19日

件

名

契約の相手方

平成２７年度新資源回収及び運搬
(有)ワタベ商会
業務委託（区域３）

予定価格（税込）
26,196,048

契約金額（税込）
26,196,048

随意契約の理由
市指定デザイン車両を保有し、収集実績
があるため。

3月19日

平成２７年度粗大ごみ収集業務委
(有)ワタベ商会
託

1,918,080

長年に渡り牛久市内の行政区及び子供
会の資源物収集実績があり、市民との係
1,918,080 わりが多く信頼を受けていることから、当
該事業者でなければ本委託業務を履行
できないため。

3月19日

平成２７年度ログ管理システム保 キヤノン電子(株) ＬＭ
守業務委託
事業部

1,036,800

1,036,800

1,903,824

平成２３年度より継続して牛久市広報ラジ
オ番組の制作及び放送を行っており、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、又は発
1,903,824
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成すること
ができないため。

3,240,000

当該業者は、牛久小学校の給食調理業
務の受託業者であり、同一敷地内に開園
2,916,000 する３～５歳の保育園児への給食提供に
際し、業務を円滑に行うことができるた
め。

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19日

平成２７年度牛久市広報ラジオ番
(株)茨城放送
組制作放送業務委託

3月20日

平成２７年度上町ふれあい保育園 シダックス大新東
給食調理及び牛久小学校炊飯業 ヒューマンサービス
務委託
(株) 茨城営業所

3月23日

平成27年度 女化・栄町運動広場
及び小学校グランド芝生管理業務 (特)グリーンサポート
委託

15,847,682

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
15,843,600
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。

3月26日

平成27年度 牛久市体育施設グラ
(特)アスク
ンド管理業務委託

12,245,040

当該業者は、体育施設の維持管理の専
12,236,400 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

3月26日

平成27年度三日月橋生涯学習セ
(社)牛久市シルバー
ンター等施設管理業務委託 単価
人材センター
契約

5,451,287

高齢者の就業支援を行う公益社団法人
5,451,287 牛久市シルバーセンターからの役務の提
供を受けるため。

3月26日

平成27年度犬及び猫等の動物死
(株)ペットの郷
体処理業務委託 単価契約

3,251,772

犬・猫等の死体処理について、必要な設
3,251,772 備と人員の確保ができるのは当該業者の
みであるため。

3月26日

平成26年度中央図書館空調チ
ラー圧縮機交換工事

(株)日立ビルシステ
ム 東関東支社

2,177,280

空調チラーの圧縮機が故障し暖房機能が
2,160,000 使用不能となり、緊急に修理する必要が
あったため。

3月26日

平成２７年度農産物処理加工機器 うしくグリーンファー
運転管理業務委託
ム(株)

1,361,880

農産物を加工する特殊な機械であり、運
1,361,880 転技術を熟知した者に運転業務を委託す
る必要があるため。

3月26日

平成27年度 学校給食ゼロエミッ
ション業務委託

3,337,200

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
3,337,200
するための知識と経験を持ち、かつ実績
がある。

3月26日

平成２７年度 焼却灰（飛灰）溶融 中央電気工業(株) 鹿
処理委託 単価契約
島工場

18,187,200

鹿嶋市との協定により決定した数量の焼
18,187,200 却灰（飛灰）を、当該業者に搬入し溶解処
理するため。

2,570,400

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
2,570,400 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26日

(特)エコライフ

平成２７年度 焼却灰（飛灰）運搬
中電興産(株)
業務委託 単価契約

3月26日

平成２７年度 焼却灰（主灰）運搬
中電興産(株)
業務委託 単価契約

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
1,722,600 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26日

平成２７年度 一般廃棄物運搬及
び最終処分業務委託（１） 単価契 向洋産業(株)
約

8,758,800

当該業者の所在する北茨城市との事前
8,758,800 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。

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26日

平成２７年度 一般廃棄物運搬及
び最終処分業務委託（２） 単価契 ジークライト(株)
約

3月26日

平成27年度 使用済小型電子機器 (社)牛久市シルバー
等のピックアップ業務委託
人材センター

2,524,711

高齢者等の雇用創出を図るため、(社)牛
2,524,710 久市シルバー人材センターに当該業務を
委託する。

3月26日

平成２７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

2,405,692

高齢者等の雇用創出を図るため、(社)牛
2,405,692 久市シルバー人材センターに当該業務を
委託する。

3月26日

平成27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

3,780,820

高齢者等の雇用創出を図るため、(社)牛
3,780,810 久市シルバー人材センターに当該業務を
委託する。

3月26日

平成２７年度 指定ごみ袋配送及 (社)牛久市シルバー
び販売料金収納業務委託
人材センター

4,595,965

高齢者等の雇用創出を図るため、(社)牛
4,595,940 久市シルバー人材センターに当該業務を
委託する。

3月26日

平成２７年度地域安全パトロール (社)牛久市シルバー
業務委託
人材センター

4,865,418

高齢者等の雇用創出を図るため、(社)牛
4,865,418 久市シルバー人材センターに当該業務を
委託する。

3月26日

平成２７年度下校時パトロール業 (社)牛久市シルバー
務委託
人材センター

11,561,536

高齢者等の雇用創出を図るため、(社)牛
11,561,536 久市シルバー人材センターに当該業務を
委託する。

3月27日

平成27年4月執行 牛久市議会議 (株)レンタルのニッケ
員一般選挙 期日前投票所賃借
ン 龍ケ崎営業所

1,641,600

3月27日

平成27年度バイオマス事業業務
委託

うしくグリーンファー
ム(株)

20,520,000

20,068,903

当該業者の所在する山形県米沢市との
20,520,000 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。

1,404,000

仕様通りに業務を遂行できるのは、当該
業者のみであるため。

バイオマス事業は農業政策と目的・趣旨
が同様であり一体で行う部分が多い。当
20,068,903
該業者は両方に精通し、経験年数もある
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26年度 ご当地婚姻届・出生 (株)リクルートホール
届作成及びデータ管理業務委託 ディングス

1,000,000

シティプロモーションにより、牛久市の魅
力を市外や県外に積極的に発信し、特に
若い世代、子育て世代の方の市内への
転入を促進させることを目的として、その
世代が興味を持つような牛久市独自のデ
1,000,000
ザインの婚姻届と出生届を作成する上
で、その企画や作成及び様式のデータを
ダウンロードできる専用サイトを運営・管
理しているのは当該業者のみであるた
め。

3月31日

平成27年度 子ども子育て支援シ (株)日立システムズ
ステム保守業務委託
茨城支店

4,309,200

4,309,200

システム開発業者以外保守できないた
め。

