
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

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7日
平成２９年度アヤメ園管理業務委
託

(特)うしく里山の会 7,797,600 7,797,600

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、自然への回帰を図る
ことができた履行経験と知識を有していると同
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に、継続的な
履行が必要であるため。

4月13日
平成２９年度牛久市埋蔵文化財試
掘調査支援業務
単価契約

杉浦造園 988,200 959,040
市内業者であるため重機の回送料が他社に比
べて安価であり、重機賃借料及び回送料の総
額においても著しく安価であるため。

4月13日
平成２９年度牛久市生きがい活動
支援事業委託（パソコン教室）

(公社)牛久市シル
バー人材センター

438,462 438,461
高齢者の生きがいや就労援助につながる事業
内容であるため。

4月13日
平成２９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
業推進本部茨城法人
営業部

1,226,448 1,226,448
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13日
平成２９年度みどりのカーテン苗
購入

(福)ゆっこら 98,301 98,301

当該業者は、障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に規定する障
害者支援施設であり、そこで制作された物品を
買い入れるため。

4月13日 平成２９年度道路清掃車定期整備
モリタース車輌工業
(株)

1,254,960 1,252,800

当該車両は特殊車両であることから、構造等を
熟知していることともに、部品供給を円滑に行
うことができる指定工場で整備する必要がある
ため。

4月20日
平成２９年度牛久市例規データ
ベース更新作業業務委託

(株)ぎょうせい 関東
支社

1,533,600 1,533,600

例規データベースシステムについては、平成２
８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、データベースシステムの更新作
業については当該業者しか行うことができない
ため。

平成２９年度随意契約結果平成２９年度随意契約結果平成２９年度随意契約結果平成２９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20日
平成２９年度アクアサンデー水中
運動指導業務委託

(株)つくばアクアライ
フ

2,499,120 2,499,120

当該業者は、メタボリックシンドローム予防やロ
コモティブシンドローム予防の指導に関するプ
ログラムを持ち、血液検査や体力測定におい
て教室の効果や改善点を的確に評価できる実
績を有しているため。

4月20日
平成２９年度アクアサンデー温水
プール賃貸借

礒亀創業(有) 3,240,000 3,240,000

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。平日に仕事
を持つ働き盛りの世代が健康づくりに取り組む
きっかけになるように日曜日に水中運動教室を
開催するものである。本業務を実施するにあた
り、年間を通じて日曜日に使用でき、交通の便
が良い条件に合致するのは、当該業者のみで
あるため。

4月20日
平成２９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) 9,514,272 9,514,272

ＰＣ教室及び普通教室においてＩＣＴを活用した
授業を実施していく上で必要なシステム全体の
構築を当該業者が行っている。そのため、教育
用コンテンツ更新時及び使用時のトラブルに関
して、ソフト・ハードのどちらに起因するものか
などの切り分け及び原因追及が容易かつ迅速
にでき、一元的な運用をすることが可能であ
る。また、他業者よりもシステム全体を熟知して
いることにより、金額面においてもより安価な更
新費用で実施することができるため。

4月20日
平成２９年度税制改正システム対
応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,726,000 3,726,000
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21日
平成２９年度地域資源を活用した
環境学習推進事業委託
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
う業務の特殊性があるため。

4月27日
平成２９年度スズメバチ駆除業務
委託
単価契約

(株)ヒュリカ 2,457,000 2,457,000
本契約の履行については、緊急性を伴うもの
であることから、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。



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27日

平成２９年度バイオディーゼル燃
料製造用防寒剤・酸化防止剤購
入
単価契約

(株)ダイキアクシス 555,876 504,576

当市のバイオディーゼル燃料製造装置に使用
する防寒剤、酸化防止剤については、製造メー
カーである当該業者のオリジナル品に限定さ
れることから、納入可能業者も当該業者に限定
されるため。

5月11日
平成２９年度観光客動態調査業務
委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

98,594 98,594
高年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の役務の提供を受ける
ため。

5月11日
平成２９年度牛久市観光PR動画
広報配信等実施業務

(株)共同通信ピー・
アール・ワイヤー

868,320 868,320
仕様書に定められたワイヤーサービス及び広
告運用業務を実施できるのが当該業者のみで
あるため。

5月18日
平成２９年度ＢＤＦ製造施設点検
業務（４００Ｎ型）

(株)ダイキアクシス 819,720 819,720

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ることか
ら、他の業者では点検整備業務が実施できな
いため。

5月25日
平成２９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

24,912,360 24,840,000
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業
者で実施することが不可能であるため。

5月25日
平成２９年度牛久クリーンセンター
昇降機修繕

三菱電機ビルテクノ
サービス(株) 首都圏
第一支社茨城支店

858,600 858,600
牛久クリーンセンターの昇降機は、当該業者製
の設備であり、他業者では修繕ができないた
め。

6月8日 平成２９年度エコバック購入
太陽工業(株) 東京支
店

1,555,200 1,555,200

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、表示等の仕様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。

6月14日
平成29年度牛久市職員採用試験
業務委託
単価契約

 (公財)日本人事試験
研究センター

686,880 686,880

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

6月14日
平成29年度牛久市公共下水道事
業法適用化業務委託

エスティコンサルティ
ング(株)

1,914,840 1,911,600

当該業者は、県内において複数の法適化支援
での実績を有している。また、当市における公
会計複式簿記化の支援や、財務書類作成業務
を請け負っており、すでに下水道資産の台帳化
や資産額の算出など法適化に必要な内容につ
いても一部実施していることから、円滑かつ適
正な事業実施が可能であるため。

6月22日
平成２９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)

2,376,000 2,268,000

公会計財務書類作成に向けてシステム導入時
の作業、及び昨年度実施した統一基準での財
務書類への切り替えについても当該業者が
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29日
平成29年度　非常勤システム保守
業務委託（～平成34年度）

(株)ニッセイコム 水
戸支店

10,611,648 10,611,648 システム納入業者のみ取り扱いができるため。

7月13日
平成２９年度社会保障・税番号制
度に伴うシステム対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

5,983,200 5,983,200
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。

8月3日
平成２９年度牛久駅・ひたち野うし
く駅昇降機修繕工事

(株)日立ビルシステ
ム 東関東支社

9,180,000 8,640,000

当該エスカレーター・エレベーターは日立製作
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、現在昇降機の保守
点検業務を履行中であり、本工事の内容を熟
知しているとともに、専門的技術を有しているた
め。

8月3日
平成２９年度「敬老の日大会」記念
品購入
単価契約

(株)中村屋 6,415,200 6,415,200
記念品として選定した食料品（祝敬老菓子詰め
合わせ）を大量生産し、配送まで可能な市内業
者は当該業者に限られるため。

8月4日
平成２９年度牛久運動公園野球場
防球ネット設置工事

(有)佐藤吹付工業 1,317,600 1,317,600
利用者のため緊急に工事をする必要があるた
め。

8月24日
平成２９年度下根中学校生ごみ処
理機修繕

関東ホームズ販売
(株)

800,463 800,463
当該業者はこの製品の納品業者であり、県内
唯一のメーカー指定代理店であるため。



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

9月14日
平成29年度牛久市戦没者追悼式
会場設営業務委託

柿沼葬祭 1,131,000 1,131,000

市戦没者追悼式を開催するにあたり、会場の
祭壇の制作や設置など、指定の期日に市の仕
様のとおりに履行できるのは当該業者のみで
あるため。

9月21日
平成２９年度牛久市メール配信シ
ステム賃貸借（～平成３４年度）

(株)情報技術 648,000 648,000
当該システムの構築事業者以外は取り扱いが
できないため。

9月21日
平成２９年度牛久市公式ウェブサ
イト維持管理業務委託

(株)情報技術 6,804,000 6,804,000
既に構築済みの牛久市公式ウェブサイトを引
き続き使用することから、構築業者以外は取り
扱いができないため。

9月21日
平成２９年度牛久市小中学校公式
ウェブサイト維持管理業務委託

(株)情報技術 1,647,000 1,647,000
既に構築済みの牛久市小中学校公式ウェブサ
イトを引き続き使用することから、構築業者以
外は取り扱いができないため。

10月3日
平成２９年度衆議院議員総選挙ポ
スター掲示場設置撤去

(株)タナカ 2,619,216 2,619,216
選挙期日まで日数がなく、指名競争入札による
時間的余裕がないため。

10月3日
平成２９年度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

1,252,800 1,252,800
選挙期日まで日数がなく、指名競争入札による
時間的余裕がないため。

10月3日
平成２９年度衆議院議員総選挙投
票用紙自動交付機購入

(株)東和 993,600 993,600
当該業者は自動交付機製造メーカーの県内唯
一の代理店であるため。

10月5日
平成２９年度市営南裏第２住宅ＬＰ
ガス配管更新工事

菊水サトー建設(株) 2,106,000 2,052,000
入居者の安全を確保することに対して、緊急性
を要するため。

10月5日
平成２９年度市営神谷住宅ＬＰガ
ス供給設備改修工事

日本瓦斯工事(株) 1,944,000 1,944,000
入居者の安全を確保することに対して、緊急性
を要するため。

10月12日
平成２９年度衆議院議員総選挙選
挙公報折込

(株)朝日オリコミ茨城 510,073 502,702
牛久市全域を新聞折り込みにて配布できるの
は当該業者のみであるため。

1月3日
平成２９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)
サービス事業部

59,832,000 58,644,000

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。



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19日
平成２９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)
サービス事業部

7,892,640 7,732,800

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。

10月26日
平成２９年度バイオディーゼル燃
料製造設備他保守点検業務委託

(株)ダイキアクシス 2,732,400 2,732,400
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者であり、ほかの
業者では点検整備業務が実施できないため。

11月2日
平成２９年度牛久運動公園体育館
照明設備保守点検業務委託

パナソニックＥＳエン
ジニアリング(株) 東
京本部

790,560 790,560
当該照明設備に関しては製造メーカー独自の
製品であり、メーカー以外での保守ができない
ため。

11月16日
平成２９年度「動画投稿サイトにお
ける観光ＰＲ動画」再生回数促進
広告運用業務

楽天(株) 864,000 864,000
仕様書に定められた広告運用業務を実施でき
るのは当該業者のみであるため。

11月22日
平成２９年度国保標準事務処理シ
ステム構築業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

25,358,400 25,358,400
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30日
平成２９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り
専門知識及び技術を有するため。

11月30日
平成２９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

1,436,400 1,436,400
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30日
平成２９年度国民年金届出の電子
媒体化及び様式統一見直し対応
業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,890,000 1,890,000
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30日
平成２９年度介護保険料所得指標
の見直し対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,564,000 3,564,000
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7日
平成２９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

3,402,000 3,402,000
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。



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21日
平成２９年度住民基本台帳法施行
令等改正（旧姓併記）対応業務委
託

(株)日立システムズ
茨城支店

4,460,400 4,460,400
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28日
平成２９年度介護保険システム法
改正対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

8,100,000 8,100,000
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。

1月11日
平成３０年度用途地域管理データ
作成業務委託

(株)アイコンサルタン
ト 茨城営業所

1,260,328 1,242,000
既存システムの構築事業者であり、他の事業
者による取り扱いができないため。

1月18日
平成３０年度焼却灰（主灰・飛灰）
運搬業務委託
単価契約

中電興産(株) 3,672,000 3,672,000
当センター創業時から運搬業務を行っており、
委託仕様書のとおり安全・確実に業務を遂行で
きるのは当該業者のみであるため。

1月18日
平成２９年度牛久運動公園スコア
ボード設備保守点検業務委託

パナソニックＥＳエン
ジニアリング(株) 東
京本部

972,000 972,000
当該スコアボード設備に関しては製造メーカー
独自の製品であり、メーカー以外での保守点検
ができないため。

1月25日
平成２９年度環境マネジメントシス
テム審査業務委託

(一財)日本品質保証
機構

649,080 649,080

当市の環境マネジメントシステムの審査登録機
関であることから、他の審査登録機関と契約す
ることができないため。（他の審査登録機関と
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。）

2月1日
平成３０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

998,915 998,915
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促進を
図るため。

2月1日
平成３０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

3,370,038 3,370,038
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促進を
図るため。

2月1日
平成３０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

7,874,762 7,874,762
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促進を
図るため。

2月1日
平成３０年度電算ＯＣＲ帳票印刷
ブッキング業務委託

富士ビジネス・サービ
ス(株) 守谷営業所

16,543,872 16,543,440
発注の仕様に対応可能であるのが当該業者の
みであるため。

2月1日
平成３０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 793,260 793,260

ブックスタート事業を推進するにあたり、当該事
業に関する書籍（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1日
平成２９年度汚水圧送管補修用部
材購入

第一高周波工業(株) 3,472,200 3,472,200
汚水圧送管の補修用部材は、製造するのに特
殊技術を必要とし、製造可能な業者が当該業
者に特定されるため。

2月1日
平成３０年度超高密度気象観測シ
ステム「ＰＯＴＥＫＡ」観測データ使
用料

山野井商事(株) 972,000 972,000

７種類の気象観測が可能で、かつ、近年頻発
する局地的集中豪雨に対応するためのピンポ
イント観測を行えるのは当システムのみであ
り、他に同等品がない。なお、当該業者は当シ
ステムを扱う県内唯一の代理店であるため。

2月8日
平成３０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 9,936,920 高齢者の雇用促進と活用促進を図るため。

2月8日
平成３０年度牛久クリーンセンター
昇降機保守点検業務委託

三菱電機ビルテクノ
サービス(株) 首都圏
第一支社茨城支店

1,419,120 1,419,120

本昇降機は三菱電機製であり、基本設計を理
解し同類昇降機で多数の保守実績がある当該
業者でなければ安定した保守点検業務を実施
することができないため。

2月8日
平成３０年度庁内ＬＡＮシステム用
追加ＰＣ構築業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,523,608 3,523,608
パソコンの構築作業は庁内ＬＡＮ構築、基幹シ
ステム構築を受託している当該業者でなけれ
ば対応できないため。

2月8日
平成３０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) 4,133,721 4,133,721

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。

2月15日
平成２９年度ペレット製造設備消
耗品購入

伸栄工業(株) 1,123,200 1,123,200
ペレット製造設備は、当該業者が組み立て設
置したものであり、製造設備全体の消耗品等
は、当該業者のみが調達できるため。

2月15日
平成３０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

2月15日
平成３０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。

2月15日
平成３０年度スプリング入りベッド
マット資源化業務

(公社)牛久市シル
バー人材センター

2,459,682 2,459,160
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
るため。

2月15日
平成３０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

1,802,063 1,801,980
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
るため。

2月22日
平成３０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

3,733,280 3,733,279
高年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。

2月22日
平成３０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
業者となっており、他の業者では取り扱いがで
きないため。

2月22日
平成３０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22日
平成３０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

888,767 888,767
高年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

2月22日
平成３０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 3,099,600 3,099,600
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26日
平成３０年度牛久市体育施設グラ
ウンド管理業務委託

(特)アスク 17,125,560 17,015,400
当該業者はグラウンド管理業務において、他の
事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。

2月26日
平成３０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 19,285,560 19,284,480
当該業者はグラウンド管理業務において、他の
事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。

2月26日
平成３０年度牛久運動公園体育館
整体業務委託

整体伊藤 1,047,600 1,047,600
登録業者の中で、十分な実績を持ち、かつ当
該業務の仕様のとおり履行できるのは当該業
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1日
平成３０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

725,760 725,760
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1日
平成３０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

10,455,588 10,455,588
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1日
平成３０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 39,366,000 39,366,000

当該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。

3月1日
平成３０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) 5,672,160 5,672,160
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8日
平成３０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)

818,019 818,019
牛久市農産物処理加工施設内の特殊な機械
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8日
平成３０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) 茨
城支社　ＬＡ営業部

7,836,480 7,836,480
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ことから、当該業者に特
定されるため。

3月8日
平成３０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)

1,539,000 1,539,000
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8日
平成２９年度道徳等副読本購入
（平成３０年度使用分）

(株)須沢 1,385,627 1,246,968

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
版社すべて（小学校１社、中学校６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8日
平成３０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　取手営業課

20,641,824 20,641,824
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8日
平成３０年度生ごみ収集及び運搬
業務委託

(株)そめや 12,840,120 12,840,120

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で業務委託を行
うため。

3月8日
平成３０年度新資源回収及び運搬
業務委託（区域１）

(株)そめや 30,180,600 30,180,600
当該業者は、市指定デザイン車両を保有し、収
集実績があるため。

3月8日
平成３０年度ごみの収集及び運搬
業務委託（１）
単価契約

(株)そめや 51,969,600 51,969,600

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
ことから本契約を確実に履行できる。また、車
両については牛久市独自のデザインを施した
特殊車両を有しているため。

3月8日
平成３０年度新資源回収及び運搬
業務委託（区域２）

(有)栄広社 24,755,760 24,755,760
当該業者は、市指定デザイン車両を保有し、収
集実績があるため。

3月8日
平成３０年度ごみの収集及び運搬
業務委託（２）
単価契約

(有)栄広社 42,385,680 42,385,680

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
ことから本契約を確実に履行できる。また、車
両については牛久市独自のデザインを施した
特殊車両を有しているため。

3月8日
平成３０年度新資源回収及び運搬
業務委託（区域３）

(有)ワタベ商会 24,152,040 24,152,040
当該業者は、市指定デザイン車両を保有し、収
集実績があるため。

3月8日
平成３０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 39,366,000 39,366,000

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
ことから本契約を確実に履行できる。また、車
両については牛久市独自のデザインを施した
特殊車両を有しているため。

3月15日
平成２９年度道徳教師用指導書等
購入（平成３０年度牛久小学校他
３校使用分）

(株)菅井書店 822,398 822,398

教師用指導書及び教科書は茨城県の指定販
売書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になっており、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15日
平成３０年度アヤメ園管理業務委
託

(特)うしく里山の会 8,283,600 8,283,600

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、自然への回帰を図る
ことができた履行経験と知識がある。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た
め。

3月15日
平成３０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

4,221,538 4,220,640
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。

3月15日
平成２９年度道徳教師用指導書等
購入（平成３０年度岡田小学校他
３校使用分）

(株)須沢 1,070,996 1,070,996

教師用指導書及び教科書は茨城県の指定販
売書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になっており、この４
小学校の指定代理店が当該業者であるため。

3月15日
平成３０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)

18,187,200 18,187,200

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。両方に精通し
ている業者で経験年数がある業者に委託する
必要があるため。

3月15日
平成３０年度牛久市コミュニティＦ
Ｍ行政情報発信業務委託

(特)牛久コミュニティ
放送

19,686,240 19,686,240
当該業者は、牛久市を中心とした放送エリアを
持つ唯一の放送局であるため。

3月15日
平成３０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15日
平成３０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 3,159,000 3,159,000

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15日
平成３０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ことから、サーバの
借り上げについても開発した当該業者に委託
することが迅速な対処・運営に必要であるた
め。



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15日
平成３０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
応が可能になるため。

3月15日
平成３０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 5,132,160 4,665,600
当該業者以外に本仕様にそって１５日号を各
戸配布（ポスティング）できる業者がないため。

3月22日
平成３０・３１・３２年度英語指導助
手派遣業務委託

(株)インタラック関東
北 北関東支店

150,789,600 150,789,600

専門的知識・技能を要する英語指導助手によ
る英語指導という業務の特殊性により、平成３
０年２月５日に実施したプロポーザル方式選定
審査委員会において当該業者に決定したた
め。

3月22日
平成３０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

648,000 648,000

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22日 平成３０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

597,468 597,468
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。

3月22日
平成３０年度幼児・児童・生徒尿検
査業務委託
単価契約

(株)保健科学東日本 1,617,273 1,617,273
幼児・児童・生徒の尿検査業務を仕様のとおり
行える業者が当該業者のみであるため。

3月22日
平成３０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)

4,255,200 4,233,600
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27日
平成２９年度介護保険料納入通知
書封入封緘業務委託

(特)ほっとピア 65,322 65,322
「障害者優先調達推進法」に基づき、障害者就
労施設等から役務の調達を行うため。

3月29日
平成３０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) 13,381,200 13,381,200
焼却灰の搬入地である北茨城市との事前協議
において、当該処理業者及び処分場所での合
意が行われているため。

3月29日
平成３０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) 18,954,000 18,954,000
当該業者の最終処分場がある山形県米沢市と
事前協議の合意がなされているため。


