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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3日
平成27年度　牛久ふれあい保育
園給食調理業務委託（土曜日）

 (株)東京天竜 1,296,000 1,296,000

当該業者は、向台小学校の給食調理業
務の受託業者であり、同一敷地内の０～
５歳の保育園児への給食提供も実施して
おり、土曜日の業務も円滑に行うことがで
きるため。

4月3日
平成27年度　牛久市情報放送業
務委託

(特)ちゃんみよＴＶ 1,296,000 1,296,000

当該業者は、現在インターネットを活用し
た地域情報を発信する番組の制作及び
放送を展開しており、実績及び技術を
持っている。この番組コンテンツを活用す
ることにより、市政情報やイベント情報を
市内外に広く提供できるため。

4月6日 平成２７年度道路清掃車定期整備 (有)パラミノス 967,680 961,200

当該車両は特殊車両であることから、構
造等を熟知しており、かつ部品供給を安
定的に行える等の理由により指定工場で
ある当該業者で整備する必要があるた
め。

4月7日
平成27年度コミュニティＦＭ放送局
運営準備業務委託

(特)日本スポーツ振
興協会 牛久支店

734,400 734,400

この業務は、ＮＰＯ法人によるＦＭ放送局
を開局するために必要となる、地域との連
携、専門知識を有する運営スタッフの雇
用、配置などの高いマネジメント能力が要
求される業務である。当該事業者は、ＮＰ
Ｏ法人として文化事業に関する多様な活
動実績があり、かつ事業構築のマネジメ
ント能力にも長けた職員がいることから、
本業務が目指す地域主体の放送局づくり
に大きく寄与すると判断されるため、随意
契約を締結しようとするものである。

4月9日
平成２７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

505,379 505,378
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。

平成２７年度随意契約結果平成２７年度随意契約結果平成２７年度随意契約結果平成２７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9日
平成２７年度小中学校児童生徒用
教育コンテンツ購入

山野井商事(株) 8,851,096 8,834,400
現在導入中のソフトウェアを最新の内容
に更新するため、導入業者と契約すること
で確実に更新することができる。

4月9日
平成27年度　アクアサンデー　水
中運動指導業務委託契約

(株)つくばアクアライ
フ

2,430,000 2,430,000

当該委託先は、疾病予防のための指導プ
ログラムを持ち、血液検査等において、教
室の効果や改善点を的確に評価できる実
績を持っている。

4月9日
平成27年度　母子健康手帳及び
母子健康手帳付属品購入

(社)日本家族計画協
会

307,530 307,530

母子健康手帳の内容が充実していると市
内小児科医・内科医から定評があり、近
年牛久市で採用している母子健康手帳で
ある。なおかつ、医師会牛久支部予防接
種委員長である市内小児科医からの予
防接種記録欄に関する要望にも十分対
応できる業者である。

4月9日
平成27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

4,104,000 4,104,000
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。

4月9日
平成２７年度　緊急通報装置購入
単価契約

東日本電信電話(株)
ビジネス＆オフィス営
業推進本部

1,533,060 1,533,060
稲敷広域消防署がＮＴＴの同機器を採用
しており、他業者では対応できないため。

4月9日
平成２７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) 1,555,200 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年間にわたって当該業
者と契約を締結しており、データベースの
更新作業は当該業者しか行うことができ
ないため。

4月16日
平成27年7月1日採用牛久市職員
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

557,280 557,280

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

4月20日
平成２７年度アヤメ園管理業務委
託

(特)うしく里山の会 7,689,600 7,689,600

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こと
から、継続的な履行が必要であるため。

4月23日
平成27年度スローシティのまちづく
り事業委託　単価契約

(特)アサザ基金 1,328,400 1,328,400
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、随意契約とするもの。

4月24日
平成２７年度市政広報紙・市政情
報誌企画編集業務委託
単価契約

ＭＯＯＮ　ＷＯＲＫＳ 2,980,800 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
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。

4月30日
平成27年度タキイ種苗牛久農場
管理業務委託

鈴木商会 2,224,800 2,224,800

当該業者は、タキイ種苗牛久農場を長年
管理し、場内の地下埋設管の位置や施設
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
をきたすおそれがあるため。

5月7日
平成２７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

88,869 88,869
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。



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14日 平成27年度車いす昇降機等購入 (株)アルバジャパン 1,717,200 1,699,999

車いす昇降機購入の機種選定にあたり、
使用する生徒の保護者、教員等でポート
タイプ、キャタピラ式でデモンストレーショ
ンを実施。その結果キャタピラ式は大きく
重量があるため、使用範囲が限られてし
まう一方、ポートタイプは操作が容易であ
り、小型軽量であるため持ち運びがしや
すく、校外での使用も可能であること、汎
用の車いすに対応できる点から当該製品
を採用することとした。また、ポートタイプ
の動作機能を持つ車いす昇降機は他社
にはないため、当該業者から購入をす
る。

5月14日
平成27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

5,853,600 5,853,600

平成26年度に導入したシステムを平成27
年度対応版へのバージョンアップ対応と
なるため平成26年度導入業者のみ対応
が可能なため。

5月14日
平成27年度　生活保護システム保
守業務委託（～H32年度）

北日本コンピューター
サービス(株)

4,374,000 4,374,000
システム納入業者以外は保守ができない
ため。

5月14日
平成27年度スズメバチ駆除業務
委託　単価契約

 (株)ヒュリカ 2,754,000 2,754,000
本契約の履行については緊急性を伴うた
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28日
平成27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

17,172,622 17,172,000

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。

6月4日
平成２７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)

2,076,300 2,052,000

公会計財務書類作成に向けたシステム導
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。



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18日
平成２７年度清掃工場エアコン室
外機修繕

東京瓦斯(株) 常総支
社

1,380,240 1,155,600
清掃工場用エアコン室外機は、当該業者
の設計・施工であることから、他業者によ
る修繕はできないため。

7月10日
平成27年度まちづくりデザイン業
務委託

有岡建築都市設計 4,808,160 4,808,160

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
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。

7月16日
平成２７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

6,372,691 6,372,691

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とともに、教室参
加者や保護者からの信頼度も高いため。

7月16日
平成２７年度敬老の日大会記念品
購入　単価契約

(株)中村屋 5,508,000 5,508,000

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、配送することが
可能な市内業者は当該業者のみである
ため。

7月22日
平成27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

534,600 534,600

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。

7月27日
平成２７年度牛久市キャッチコピー
及びポスターデザイン作成業務委
託

(株)電通　第３営業局 1,620,000 1,620,000

地域活性化を目指したシティプロモーショ
ンを手掛けた実績があり、かつ牛久市の
シティプロモーションの考え方及び方向性
に合うコピーライターが在籍している当該
業者と契約するものである。
また、当該業者は、民間キー局のテレビラ
イセンスを持つ大手総合広告代理店であ
り、法人としても幅広い広告宣伝等の経
験及び実績が豊富であるため。



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28日
平成２７年度ひたち野うしく駅自由
通路防滑処理業務委託

(株)ｉｔｓｕｍｏ 850,068 850,068

ひたち野うしく駅自由通路の床面の仕様
は御影石となっており、デザインを維持す
ることとコストを比較検討した結果、色の
変化がほとんどなく、他と比較して安価に
施工が可能となるスリップガードシステム
を採用することとした。
この工法の取扱店で県内に事務所を持つ
業者のうち、仕様に沿った施工が可能で
あるのは当該業者のみであるため。

7月30日 平成２７年度広報物配布業務委託 (株)茨城読売ＩＳ 1,318,464 1,318,464

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
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。

7月30日
平成２７年度清掃工場点検整備用
消耗部品購入

三菱重工環境・化学
エンジニアリング(株)
営業統括部

5,045,760 4,860,000

清掃工場は三菱重工(株)の設計施工の
施設であることから、同社の施設維持管
理部門における子会社である当該業者に
部品の製作を依頼しなければ調達するこ
とができないため。

8月5日
平成２７年度学びの共同体国際会
議講演会会場空調設備賃貸借

(有)シンセイ 1,289,520 1,289,520
指定日に仕様通りに業務を執行できるの
は当該業者のみであるため。

8月7日
平成27年度後期分教師用指導
書・教科書購入（牛久小、奥野小、
牛久二小、向台小）

(株)菅井書店 982,369 982,369

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
(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

8月7日
平成27年度後期分小学校教師用
指導書・教科書購入　(岡田小、神
谷小、中根小、ひたち野うしく小）

(株)須沢 1,179,023 1,179,023

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
(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。

8月27日
平成２７年度清掃工場１・２号誘引
通風機用インバーター盤点検整備
業務委託

三菱重工環境・化学
エンジニアリング(株)
営業統括部

7,020,000 6,858,000

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
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。

8月28日
平成２７年度牛久市公式キャラク
ター「ラーシク」着ぐるみ制作業務
委託

ＫＩＧＵＲＵＭＩ．ＢＩＺ
(株)

1,639,440 1,639,440

キャラクターのイメージを忠実に再現する
ため、着ぐるみ頭頂部可動式アンテナの
設置などの特殊な装備を施すことのでき
る高度な知識や専門技術を有し、かつ仕
様書通りに業務を履行できる業者が当該
業者のみであるため。

9月3日
平成２７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 702,000 702,000

当該業者は、牛久市が購入した放射能測
定機器の販売代理店であり、製造メー
カーでの点検校正を実施し、校正証明書
を発行するにあたっての専門知識及び技
術を有するため。

9月3日
平成２７年度牛久駅・ひたち野うし
く駅エレベーター・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

20,520,000 20,520,000

当該エレベーター、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
外では施工できない。当該業者は、現在
対象施設の保守点検業務を履行している
業者であり、今回の対象工事の内容を熟
知し、かつ専門的技術を有しているため。



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

9月8日

平成２７年度～平成３１年度牛久
クリーンセンターごみ焼却施設基
幹的設備改良工事
議決案件

三菱重工環境・化学
エンジニアリング(株)
営業統括部

2,134,080,000 2,084,400,000

牛久クリーンセンターごみ焼却施設の焼
却方式が流動床であることから、同種工
事及び基幹的設備改良工事の実績があ
る入札参加資格登録業者の中から選定
し、見積依頼したところ、本施設施工業者
である三菱重工環境・化学エンジニアリン
グ(株)以外の業者からは辞退届が提出さ
れたため、本工事は技術的に施工業者の
みが施工可能であると判断したことによ
る。

9月10日
平成27年度　小学校空気清浄機
購入

山野井商事(株) 6,347,808 6,121,008

オゾンの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
この製品を扱う県内唯一の1次代理店で
あるため。

9月10日
平成27年度　リサイクルプラザシ
ステム更新業務委託

関東情報サービス
(株)

6,232,572 6,231,600
リサイクルプラザシステムは、当該業者の
開発したシステムであり、開発業者でなけ
ればシステムの更新はできないため。

9月17日
平成27年度　社会保障・税番号制
度に伴う住基、税、宛名システム
対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

39,387,600 39,387,600
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。

9月25日
平成２７年度介護保険システム介
護保険法改正対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

13,392,000 13,392,000
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。

10月1日 平成27年度　テラコッタ購入
(有)東京光景照明設
計

2,783,160 2,783,160

寄付金受入による記念品購入について、
友好都市であるイタリアグレーヴェ・イン・
キアンティ市を通じてテラコッタを購入する
こととし、仕様に基づき輸入手続きを含む
購入手続きを請け負うことのできる業者
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

10月22日
平成２７年度ひたち野うしく小学校
パワーコンディショナ設備修繕

藤井産業(株) つくば
支店

712,800 712,800

現在停止中であるひたち野うしく小学校
太陽光発電設備におけるパワーコンディ
ショナ機器２台の故障個所の調査を緊急
で当該業者に依頼したところ、修繕を要す
る個所が判明したことから、引き続き当該
業者に修繕を依頼するものである。

10月29日 平成２７年度　エコバック購入 太陽工業(株) 業務部 2,462,400 2,462,400

資源物回収において、現在使用している
エコバックを追加して購入することから、
その形状や素材、色、表示等の表示を同
一にする必要がある。この仕様によるエコ
バックを製造しているのは当該業者のみ
であるため。

10月29日
平成27年度　奥野小学校浄化槽
脱窒漕攪拌機交換工事

塚本産業(株) 2,818,800 2,764,800
奥野小学校の浄化槽の脱窒漕攪拌機が
故障したため、緊急に復旧工事を行い水
質保全を図るものである。

11月4日
平成２７年度奥野小・牛久二中英
語指導講師業務委託（追加分）

(株)インタラック 1,512,000 1,512,000

当該業者は、市内の小中学校における英
語指導講師業務委託の受託業者である
ことから、業務を円滑に行うことができる
ため。

11月5日
平成２７年度清掃工場点検整備業
務委託

三菱重工環境・化学
エンジニアリング(株)
営業統括部

54,000,000 52,164,000

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、点検整
備業務を実施することができないため。

11月12日
平成２７年度　人事給与システム
番号制度対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

594,000 594,000
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。

11月12日
平成27年度　軽自動車税法改正
対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,916,000 2,916,000
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。



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

12月3日
平成２７年度社会保障・税番号制
度中間サーバ用VPN装置設置業
務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,026,000 1,026,000
庁内ＬＡＮ構築業者であり、他の業者では
取り扱いができないため。

12月3日
平成２７年度社会保障・税番号制
度に伴う福祉関係システム対応業
務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

41,040,000 41,040,000
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。

12月3日
平成２７年度社会保障・税番号制
度に伴う生活保護システム対応業
務委託

北日本コンピューター
サービス(株)

1,184,760 1,184,760
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。

12月3日
平成２７年度トラックスケールデー
タ処理装置更新業務委託

鎌長製衡(株) 東京支
店

1,766,880 1,766,880

クリーンセンターごみ計量用トラックス
ケールは、当該業者の設計製作品であ
り、他の業者ではデータ処理装置の改修
業務を履行することができないため。

12月17日
平成２７年度バイオディーゼル燃
料製造設備保守点検業務委託

(株)ダイキアクシス
東京支社

1,738,800 1,717,200

現在稼働しているバイオディーゼル燃料
製造設備は当該業者が製造したものであ
り、他の業者では点検整備業務が実施で
きないため。

12月17日
平成２７年度環境マネジメントシス
テム定期審査業務委託

(一財)日本品質保証
機構

638,280 638,280

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
契約することができないため。（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）

12月17日
平成２７年度戸籍システム再構築
業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

9,288,000 9,288,000

現在使用しているシステムの再構築にあ
たり、ソフトは現行の後継版を導入する。
データの移行にあたり現行システム及び
後継システムの開発業者のみが取扱い
できるため。

12月17日
平成２７年度戸籍システム保守業
務委託（～Ｈ３３年２月）

(株)日立システムズ
茨城支店

32,307,336 32,307,336
システム納入業者以外は保守ができない
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

12月24日
例規・判例データベースシステム
賃借（平成２８年度～平成３２年
度）

(株)ぎょうせい 関東
支社

6,376,320 6,376,320

例規等情報のデータベースは２業者で取
り扱っているが、その両方についてシステ
ムの操作状況及び性能等の比較検討を
複数の職員で行ったところ、当市が求め
る機能や仕様を満たしているのは、当該
業者のみであると判断したため。

1月7日
平成２７年度清掃工場プラザ棟エ
アコン修繕

東京瓦斯(株) 常総支
社

552,234 552,234
清掃工場のエアコンは当該業者の製品・
施工であることから、他業者では履行でき
ないため。

1月21日
平成２７年度かっぱの里生涯学習
センター展示ケース設置業務

(株)タイム 3,067,200 2,882,520

かっぱの里生涯学習センターに展示ケー
スを設置するにあたり、市所蔵展示ケー
スを設置する方が新たに製造するよりも
著しく安価で、かつ納期も大幅に短縮する
ことができることから当該ケースを製造し
た業者に依頼する必要があるため。

1月21日
平成２７年度可燃性粗大ごみ切断
機・ペットボトル減容機点検整備業
務委託

鎌長製衡(株) 東京支
店

6,598,800 6,588,000
可燃性粗大ごみ切断機及びペットボトル
減容機は、当該業者の設計・製作品であ
り他社では点検整備ができないため。

1月25日
平成27年度牛久市シティプロモー
ションサイト作成業務委託

(株)情報技術 1,123,200 1,123,200

当該業者は、現在、牛久市の公式ホーム
ページにおける作成業務委託を請け負っ
ており、ホームページを設置するスペース
であるサーバも当該業者が管理してい
る。その牛久市専用サーバのスペースを
利用することで、他業者に委託するよりも
安価にできるため。

1月27日
平成27年度奥野生涯学習センター
襖・障子張替え

(公社)牛久市シル
バー人材センター

205,599 205,599
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の役務の提供を
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

1月28日
平成２８年度ブックスタートパック
購入
単価契約

 (特)ブックスタート 884,520 884,520

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。

1月28日
平成28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 3,251,772 3,251,772
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3日
平成２７年度ペレット製造機ダイス
購入

伸栄工業(株) 756,000 756,000
ダイスは、ペレット製造機の一部であるこ
とから、当該製造機の代理店である当該
業者のみ取扱いが可能であるため。

2月10日
平成２７年度公職選挙法の改正に
伴う選挙システム改修業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,672,000 3,672,000
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10日
平成２７年度国民年金免除申請、
学生特例申請様式変更業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

648,000 648,000
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17日
平成２７年度清掃工場焼却施設３
号炉ろ過式集塵機灰出し設備補
修工事

(株)髙橋製作所 5,508,000 5,508,000

３号ろ過式集塵機のスクリューコンベアが
切断し、焼却に支障をきたすため、緊急
対応が可能な当該業者に交換工事を発
注するものである。



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

2月18日
平成２８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２７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。

2月18日
平成２８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
システム開発業者以外は保守ができない
ため。

2月18日
平成２８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) 4,229,409 4,229,409

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18日
平成２８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
当該サービスの保守は、システム構築業
者のみが可能であるため。

2月18日
平成２８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

3,628,800 3,628,800
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、他の業者では取り扱い
ができないため。

2月18日
平成２８年度個人番号連携システ
ム保守業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

4,665,600 4,665,600
システム開発業者以外は保守ができない
ため。

2月18日
平成２８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)

1,474,767 1,474,767
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。



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18日
平成２８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)

5,106,240 5,106,240
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
当該業者のみであるため。

2月18日
平成２８年度スプリング入りベッド
マット・剪定枝資源化業務

(公社)牛久市シル
バー人材センター

2,445,688 2,445,660
高齢者等の雇用安定を図るため、（公社）
牛久市シルバー人材センターに当該業務
を委託するものである。

2月18日
平成２８年度使用済小型電子機器
等のピックアップ業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

1,772,516 1,772,496
高齢者等の雇用安定を図るため、（公社）
牛久市シルバー人材センターに当該業務
を委託するものである。

2月18日
平成２８年度不法投棄物除去及び
ふれあい訪問収集業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

3,822,309 3,822,309
高齢者等の雇用安定を図るため、（公社）
牛久市シルバー人材センターに当該業務
を委託するものである。

2月18日
平成２８年度指定ごみ袋配送及び
販売料金収納業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

4,601,686 4,600,800
高齢者等の雇用安定を図るため、（公社）
牛久市シルバー人材センターに当該業務
を委託するものである。

2月18日
平成２８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 3,024,000 3,024,000

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ため。

2月18日
平成２８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。

2月25日
平成２８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 31,924,800 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
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。



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25日
平成２８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
うしくコミュニティネットを保守管理する上
で、開発業者に任せることにより、迅速か
つ適切な対応が可能であるため。

2月25日
平成２８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

550,800 550,800

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、
サーバの借上げも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
あるため。

2月25日
平成２８年度奥野小・牛久二中英
語指導講師業務委託（追加分）

(株)インタラック関東
北 北関東支店

3,564,000 3,564,000

当該業者は、市内の小中学校における英
語指導講師業務委託の受託業者である
ことから、業務を円滑に行うことができる
ため。

2月25日
平成２８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) 788,940 788,940
エスカードビルの管理運営をしている当該
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月2日
平成28年度　新資源回収及び運
搬業務委託（区域２）

(有)栄広社 22,654,404 22,654,404
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2日
平成２８年度　ごみの収集及び運
搬業務委託（２）　単価契約

(有)栄広社 36,652,176 36,652,176

ごみ集積所の位置・収集経路・集積所周
辺の経緯等を熟知しており、長年の収集
実績があるため業務を確実に履行でき
る。また、収集車両については、牛久市独
自のデザインを施した特殊車両を有す
る。

3月2日
平成28年度　新資源回収及び運
搬業務委託（区域３）

(有)ワタベ商会 24,416,488 24,416,488
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。



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2日
平成２８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 39,906,108 39,906,108

ごみ集積所の位置・収集経路・集積所周
辺の経緯等を熟知しており、長年の収集
実績があるため業務を確実に履行でき
る。また、収集車両については、牛久市独
自のデザインを施した特殊車両を有す
る。

3月2日
平成２８年度　ごみの収集及び運
搬業務委託（１）　　単価契約

(株)そめや 60,334,956 60,334,956

ごみ集積所の位置・収集経路・集積所周
辺の経緯等を熟知しており、長年の収集
実績があるため業務を確実に履行でき
る。また、収集車両については、牛久市独
自のデザインを施した特殊車両を有す
る。

3月2日
平成28年度　新資源回収及び運
搬業務委託（区域１）

(株)そめや 33,125,587 33,125,587
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2日
平成28年度　生ごみ収集及び運
搬業務委託

(株)そめや 14,048,413 14,040,000

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
収集運搬業務を委託している当該業者
に、追加業務委託をする。

3月2日
平成２８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 648,000 594,000

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
容に精通した当該業者（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2日
平成28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 1,761,264 1,761,264
茨城県内全域を対象としたラジオ放送を
行っている事業者は当該事業者以外にな
いため。

3月2日
平成28年度牛久市総合福祉セン
ター日常清掃業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

7,667,074 7,667,074
高齢者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2日
平成28年度牛久市総合福祉セン
ター施設受付業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

3,232,401 3,232,401
高齢者就労の機会を提供し、活動の促進
を図る。

3月2日
平成28年度牛久市総合福祉セン
ター植栽維持管理業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

977,315 977,315
高齢者就労の機会を提供し、活動の促進
を図る。

3月2日
平成２８年度中央図書館TOOLi使
用料

(株)図書館流通セン
ター

518,400 518,400

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）を納品できるのはこの業者のみのた
め。

3月10日
平成２８年度広報うしく１５日号配
布業務委託
単価契約

(株)茨城読売ＩＳ 5,598,720 3,965,760
仕様の通り広報うしく１５日号を各戸配布
（ポスティング）できる業者が当該業者以
外にないため。

3月10日
平成２８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) 4,134,240 4,134,240
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10日
平成28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

(公社)牛久市シル
バー人材センター

5,520,992 5,520,992
高齢者の就業支援を行う（公社）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10日
平成２８年度農産物処理加工機器
運転管理業務委託

うしくグリーンファー
ム(株)

1,608,120 1,608,120
農産物を加工する特殊な機械であり、運
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10日
平成２８年度観光地用トイレ及び
周辺清掃業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

852,211 852,211
高齢者の就業支援を行う（公社）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。



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10日
平成２７年度教師用指導書・教科
書購入　(牛久一中、牛久二中、牛
久三中／平成２８年度分）

(株)菅井書店 2,857,170 2,857,170

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
(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３中学校の指定代理店が
当該業者であるため。

3月10日
平成２７年度教師用指導書・教科
書購入　(下根中、牛久南中／平
成２８年度分）

(株)須沢 1,915,679 1,915,679

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
(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２中学校の指定代理店が
当該業者であるため。

3月10日
平成２７年度低所得高齢者向けの
年金生活者等支援臨時給付金シ
ステム対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,808,000 2,808,000

平成２７年度に導入したシステムの平成２
８年度対応版へのバージョンアップ対応と
なることから、導入業者のみ対応が可能
なため。

3月10日
平成２８年度低所得高齢者向けの
年金生活者等支援臨時給付金対
応に伴う機器レンタル

(株)日立システムズ
茨城支店

1,296,000 1,296,000

低所得高齢者向けの年金生活者等支援
臨時給付金システムを利用するＰＣ等の
機器レンタルであり、システムセットアップ
及びネットワーク設定等、開発業者のみ
が取り扱いができるため。

3月10日
平成２７年度下根中学校仮設校舎
設計業務委託

(株)根本英建築設計
事務所

6,750,000 6,750,000

当業務の履行にあたり、生徒達の教育環
境を早急に整備することが求められてお
り、当該業者は現場の状況に精通してい
ることから履行期間の短縮や経費の縮減
が出来るなど有利と認められる。また、設
計業務を少しでも早期に完了し当該工事
に着手する必要から、随意契約により早
期発注を図るとともに、現場を熟知した当
該業者への発注により履行期間全体とし
ても相応の期間短縮を図ることができる
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

3月17日
平成27年度牛久運動公園体育館
パイプ椅子格納昇降機修繕工事

 (株)染野製作所 2,397,600 2,376,000

破損したウォーム軸は生産終了している
ため図面がなく、現物から測定し同等品
の製作・取付・調整ができるのは当該業
者のみであるため

3月17日
牛久運動公園野球場警備業務委
託（平成２８年度から平成３１年度
まで）

セコム(株) 782,784 782,784
既に同一敷地内で警備業務を行っている
業者であり、敷地全体を総合的に警備す
る体制を確保するため。

3月17日 平成28年度広報配達業務委託
(公社)牛久市シル
バー人材センター

668,079 668,079 シルバー人材センター活用のため。

3月17日
平成２８年度地域安全パトロール
業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

9,936,920 9,936,919
高齢者の雇用促進と活用促進を図るた
め。

3月17日
平成27年度　道徳等副読本購入
（平成28年度使用分）

(株)須沢 3,105,673 2,795,040

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５
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17日
平成28年度PM2.5監視システム運
用及びサーバー保守点検業務

(株)アート科学 609,120 609,120

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配信
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。

3月17日
平成２８年度　ゼロックス複写機複
合機保守契約　単価契約

富士ゼロックス茨城
(株) 営業統括部

716,688 716,688
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ため。

3月17日
平成２８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

7,659,100 7,659,100
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17日
平成２８年度キャノン複写機、複合
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

18,420,480 18,420,480
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ため。

3月17日
平成28年度　牛久市情報放送業
務委託

(特)ちゃんみよTV 1,296,000 1,296,000

当該業者は、現在インターネットを活用し
た地域情報を発信する番組の制作及び
放送を展開しているところである。本委託
は、この番組コンテンツを活用することに
よって、市政情報やイベント情報を市内外
に広く提供できることから、実績及び技術
等を持つ当該業者に委託するものであ
る。

3月17日
平成２８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) 8,013,600 8,013,600
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17日
平成２８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) 20,628,000 20,628,000
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17日
平成２８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

18,187,200 18,187,200
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
理するため。

3月17日
平成２８年度　焼却灰（主灰）運搬
業務委託　単価契約

中電興産(株) 1,566,000 1,566,000

搬入先の最終処分場であるエコフロンティ
アかさま（一般財団法人茨城県環境保全
事業団）から指定された当該業者でなけ
れば入構ができないため。

3月17日
平成２８年度　焼却灰（飛灰）運搬
業務委託　単価契約

中電興産(株) 2,570,400 2,570,400

搬入先の最終処分場であるエコフロンティ
アかさま（一般財団法人茨城県環境保全
事業団）から指定された当該業者でなけ
れば入構ができないため。
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3月18日
平成27年度犬用迷子札・注射済
票ホルダー購入

(特)地球生物会議 600,000 600,000

犬用迷子札・注射済票ホルダーは当該業
者により「実用新案」を登録済みで、ホル
ダー及びパンフレットの販売使用権は当
該業者が有しているため。

3月24日
平成２８年度年金生活者等支援臨
時福祉給付金電話設備賃貸借

茨城電話工業(株) 414,720 414,720

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

3月24日
平成２８年度牛久市体育施設グラ
ウンド管理業務委託

(特)アスク 15,603,840 15,595,200
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）
を持ち、現場に精通しているため。

3月24日
平成２８年度女化・栄町運動広場
及び小学校グラウンド芝生管理業
務委託

(特)グリーンサポート 18,078,449 18,073,800
当該業者はグラウンド管理業務におい
て、他業者と比較して著しく有利な価格で
契約できる見込みがあるため。

3月25日
平成２７年度牛久市公共施設等総
合管理計画策定支援業務

エスティコンサルティ
ング(株)

17,034,315 16,956,000

公共施設等総合管理計画策定に用いる
固定資産台帳の整備は、財務諸表作成
開始時より、実際の作業を当該業者と
行っており、施設のライフサイクルコストの
算出・分析に使用する公会計ソフトについ
ても当該業者より納品されていることか
ら、同一業者による請負が円滑・効率的
であるため。

3月28日
平成28年度　牛久運動公園体育
館整体業務委託

整体　伊藤 1,080,000 1,080,000
登録業者の中で、十分な実績を持ち、か
つ当該業務の仕様の通り履行できる業者
は当該業者のみであるため。
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3月28日
平成28年度　ひたち野うしく小学校
増築棟機械警備業務委託（平成３
１年度まで）

新安全警備保障(株) 518,400 518,400

当該業者はひたち野うしく小学校校舎機
械警備を請け負っており、既存設備との
連動や警報装置の設置なども容易であ
り、業務の安全・円滑かつ適切な委託が
確保できるため。

3月30日
平成28・29年度英語指導講師業
務委託（追加分）

(株)インタラック関東
北 北関東支店

7,128,000 7,128,000

当該業者は、市内の小中学校における英
語指導講師業務委託の受託業者であるｔ
ことから、業務を円滑に行うことができる
ため。

3月30日
平成28年度バイオマス製造業務
委託

うしくグリーンファー
ム(株)

18,206,100 18,206,100

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
該業者は両方に精通しており、経験年数
があるため。


