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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5日
平成３０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)

3,823,200 3,823,200

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２９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。

4月12日
平成３０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

337,530 337,521
高齢者等の雇用の安定促進に寄与でき
るため。

4月12日
平成３０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 992,520 992,520

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12日
平成３０年度牛久市立中学校
STOPit使用契約

ストップイットジャパン
(株)

696,600 696,600

STOPitは、匿名でいじめの相談・通報が
できるアプリである。すでに導入している
自治体では、いじめや人間関係のトラブ
ルの相談がとても増え、早期発見・早期
対応につながっている。なお、当該業者は
このアプリを扱う国内唯一の業者である
ため。

4月12日
平成３０年度みどりのカーテン苗
購入

(福)ゆっこら 108,691 108,691

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契約である
ため。

4月19日
平成３０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
るという業務が履行できるのは、当該業
者のみであるため。

平成３０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３０年度全庁プリンタートナー
類購入（庁内ＬＡＮ用）
単価契約

リコージャパン(株) 茨
城支社　ＬＡ営業部

1,944,000 1,944,000

純正トナー及びドラムユニットについて、
メーカーである当該業者から直接購入す
ることで、著しく有利な価格で購入するこ
とができるため。

4月19日 平成３０年度道路清掃車定期整備
モリタース車輌工業
(株)

1,249,560 1,249,560

当該車輌は特殊車輌であることから、構
造等を熟知しているとともに、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19日
平成３０年度緊急通報装置購入
単価契約

東日本電信電話(株)
千葉事業部　茨城支
店

3,764,448 3,764,448
稲敷広域消防署がＮＴＴの同機器を採用
していることから、他の業者では対応でき
ないため。

4月24日
平成３０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)

3,236,760 3,236,760

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、現在
も財務書類作成業務を請け負っており、
既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。

4月26日

平成３０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 504,576 504,576

牛久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、納入可能業者も当該
業者に限定されるため。

4月26日
平成３０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

1,131,840 1,131,840

当該業者は、中高齢者向けの水中運動、
メタボリックシンドロームやロコモティブシ
ンドローム予防のプログラムに精通してお
り、腰痛や肩こり予防、メタボリックシンド
ローム改善等の実績を持っている業者で
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

4月26日
平成３０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、日曜日に水中運動教室を開催するも
のであることから、事業実施のために年
間を通じて日曜日使用でき、交通の便が
良い条件に合致するのは、当該業者の施
設のみであるため。

4月26日
平成３０年度生活保護システム端
末追加作業業務委託

北日本コンピューター
サービス(株)

820,800 820,800
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26日
平成３０年度庁舎非常用発電機始
動用蓄電池交換

東京電機機器サービ
ス(株)

993,600 993,600
非常用発電機の始動用蓄電池が使用不
能になり、緊急に始動用蓄電池の交換が
必要なため。

4月26日
平成３０年度ペレット製造設備消
耗品購入

伸栄工業(株) 946,080 946,080

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
消耗品は、当該業者のみが調達できるた
め。

5月1日
平成３０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２８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。

5月10日
平成３０年度旧住井すゑ邸維持管
理業務委託
単価契約

(公社)牛久市シル
バー人材センター

784,100 784,100
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。

5月10日
平成３０年度ＢＤＦ製造設備点検
業務（４００Ｎ型）

(株)ダイキアクシス 829,440 829,440

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。

5月10日
平成３０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

5月17日
平成30年度スズメバチ駆除業務
委託　　単価契約

(株)ヒュリカ 2,454,840 2,454,840
本業務の履行については、迅速な対応が
必要である。当該業務が可能な市内業者
は当該業者のみであるため。

5月24日
平成３０年度「牛久市教育振興基
本計画」及び「牛久市教育大綱」策
定支援業務委託

筑波総研(株) 1,998,000 1,998,000

当該業者は、「まち・ひと・しごと総合戦
略」、「第３次総合計画・後期基本計画」及
び「観光振興事業計画」を策定しており、
牛久市の現状に精通している。こうした履
行の経験、知識があることから、計画策定
までの作業日数の短縮、及び経費の節減
が可能となり、時価に比して著しく有利な
価格で契約を締結することができるため。

5月31日
平成３０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

30,960,626 30,952,800

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31日
平成３０年度資源物回収用エコ
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３０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

15,768,000 15,768,000

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
昇降機の保守点検を履行中の業者であ
り、今回の対象工事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。

6月21日
平成３０年度特定健診改正対応業
務委託

(株)日立システムズ 茨
城支店

889,196 864,000
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。

7月3日
平成３０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 87,888 87,888
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推進を図るた
め。

7月5日
平成３０年度大容量ファイル交換
システム設定変更業務委託

東日本電信電話(株)
茨城支店

594,000 594,000
当該システムの構築業者であり、他の業
者では改修ができないため。



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

7月5日
平成３０年度住民税法改正システ
ム対応業務委託

(株)日立システムズ 茨
城支店

2,991,600 2,862,000
当該システムの構築業者であり、他の業
者では取り扱いができないため。

7月26日
平成３０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

3,639,600 3,639,600
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。

7月26日
平成３０年度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

13,500,000 12,852,000
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。

7月26日
平成３０年度国民年金法改正対応
業務委託

(株)日立システムズ 茨
城支店

1,760,400 1,760,400
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。

7月26日
平成３０年度高額療養費制度改正
対応業務委託

(株)日立システムズ 茨
城支店

2,066,040 1,998,000
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。

7月26日
平成３０年度「敬老の日大会」記念
品購入
単価契約

(株)中村屋 6,933,600 6,933,600

記念品として選定した食料品（祝敬老菓
子）を大量生産し、配送まで可能な業者
は、市内の中で当該業者に限られるた
め。

8月2日
平成３０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)

2,268,000 2,268,000

公会計財務書類作成に向けたシステム導
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、それ以外の者に
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。

8月9日
平成30年度清掃工場計量システ
ムパンチカードリーダー修繕

(株)高原計機 554,040 550,800
計量システムは鎌長製衡(株)の設計施工
であり、鎌長製衡(株)の代理店である当
該業者からでないと修繕ができないため。

8月9日
平成30年度茨城県乳幼児条例改
正対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

945,000 925,560
当該システム開発業者であり、ほかの業
者では取り扱いができないため。

8月9日
平成30年度児童扶養手当法改正
対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,184,840 2,106,000
当該システム開発業者であり、ほかの業
者では取り扱いができないため。



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16日
平成３０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

855,360 855,360

職員採用試験における試験問題の提供
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、これまで市における請負実績及び結
果が良好なため。

8月30日
平成３０年度小学校地域イントラ
ネット設定変更業務委託

東日本電信電話(株)
茨城支店

1,998,000 1,998,000

既存地域イントラネットについて、当該業
者が設定及び保守を行っており、他の者
が行った場合、今後の運用上不具合が生
じる恐れがあるため。

9月6日
平成３０年度生活保護システム改
修業務委託

北日本コンピューター
サービス(株)

1,194,860 1,194,860
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13日
平成30年度国民年金生活者支援
給付金対応業務委託

 (株)日立システムズ
茨城支店

745,200 680,400
当該システム開発業者であり、他の業者
では取り扱いができないため。

9月20日
平成３０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。

9月20日
平成３０年度庁内ＬＡＮ用ライセン
ス追加購入（ＳＫＹＳＥＡ・羅針盤）

(株)日立システムズ
茨城支店

964,872 964,872
ライセンスの登録に係るパソコンの設定
業務について、庁内ＬＡＮシステムを構築
した業者のみができるため。

9月20日
平成３０年度国保標準事務処理シ
ステム保守業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,555,200 1,522,800
当該システム開発業者であり、他の業者
では取り扱いができないため。

9月27日
平成３０年度公有財産管理システ
ム構築業務委託

(株)アイコンサルタン
ト 茨城営業所

2,673,531 2,667,600
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。

9月27日
平成３０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

4,227,120 4,104,000

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。



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27日
平成３０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

56,160,000 55,080,000

清掃工場は三菱重工(株)の独自設計施
工のものであり、同社の保守管理部門の
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。

9月27日
平成３０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

638,280 638,280

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、改めて登録審査を
受審する必要があるため）

10月25日
平成３０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 2,754,000 2,754,000

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。

10月25日

平成３０年度牛久市児童クラブ放
課後児童支援員派遣業務委託（１
１月から）
単価契約

(株)アスカ 3,985,200 3,985,200
児童クラブ支援員として資質のある人材
が確保されており、円滑に業務を履行す
ることが可能であるため。

11月1日
平成３１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

9,068,112 9,068,112
本業務の仕様に対応できるのは当該業
者のみであるため。

11月8日
平成30年度非常勤システムマイナ
ンバーモジュール対応業務委託

(株)ニッセイコム 水
戸支店

695,520 695,520
システム納入業者のみ取り扱いができる
ため。

11月15日
平成３０年度会計年度任用職員制
度導入支援業務委託

(株)ぎょうせい 関東
支社

1,134,000 1,134,000

新制度策定にあたり、法的な知見や専門
的な見解を要し、他の事業者では市の仕
様に応えられないこと、また、市の例規
データベースを所管している業者であるこ
とから、例規情報に直接アクセス可能等、
今後の例規改正業務を効率的に進めるこ
とができるため。

11月22日
平成３０年度健康管理事業報告対
応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

923,400 896,400
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。



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
平成３０年度茨城県議会議員一般
選挙対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

945,000 928,800
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22日
平成３０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

3,261,600 3,261,600
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。

11月22日
平成３０年度使用済み乾電池等運
搬及び再資源化業務委託
単価契約

野村興産(株) 1,310,040 1,310,040
国内で水銀をリサイクルできる業者は当
該業者のみであるため。

11月29日
平成３０年度後期高齢保険料軽減
対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,067,200 2,980,800
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6日
平成３０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

1,566,000 1,566,000
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。

12月6日
平成３０年度ペレット製造設備ペレ
タイザーローラー購入

伸栄工業(株) 864,000 864,000

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。

12月12日
平成３０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。

12月13日
平成３０年度牛久運動公園冬季夜
間テニスコート受付業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

675,734 675,734
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。

1月17日
平成３０年度中央生涯学習セン
ター防犯カメラ警備業務委託（～
平成３１年度）

セコム(株) 2,933,280 2,933,280

中央生涯学習センターにおける警備業務
委託を履行中である当該業者の警備シス
テムと連動した防犯カメラを設置すること
により、円滑な履行が可能となるため。



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17日
平成３０年度ＢＤＦ製造設備改修
工事

(株)ダイキアクシス 2,980,800 2,980,800

当該業者は、ＢＤＦ製造機器の設計、製
造、設置者であり、機器等の設備に十分
熟知しており、他の業者が施工した場合
に、ＢＤＦ製造に大きな影響が生じる可能
性があるため。

1月24日
平成３１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該シス
テムのみであり、他に同等品がない。な
お、当該業者は、当システムを取り扱う県
内唯一の代理店であるため。

1月31日
平成３１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 781,056 781,056

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。

1月31日
平成３０年度住民情報システム改
修業務委託（改元対応）

(株)日立システムズ
茨城支店

10,260,000 10,152,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取り扱いができないため。

1月31日
平成３０年度牛久クリーンセンター
フォークリフト修繕

トヨタエルアンドエフ
茨城(株) 守谷営業所

561,600 561,600
修繕対象となるフォークリフトは、当該業
者のみ修繕が可能であるため。

1月31日
平成３０年度清掃工場工業用水処
理装置消耗品購入

三菱重工環境・化学
エンジニアリング(株)
サービス事業部

2,160,000 2,052,000

当該メーカーの供給は指定プラントメー
カーのみであり、清掃工場の設計・施工
業者である三菱重工(株)の関連会社から
でないと購入できないため。

2月7日
平成３０年度本庁舎２階総合窓口
サイン看板修繕

光彩アート 589,680 589,680

呼び出しシステムの仕様及び窓口レイア
ウトの確定が必要不可欠であり、短時間
での履行が必要であることから、過去に
庁内案内看板の履行実績があり、庁内サ
インの仕様等も熟知していることから短期
間で円滑に、かつ迅速に業務を履行する
ことができるため。

2月7日
平成３１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

10,300,448 10,300,448
高齢者の雇用促進と活用促進を図るた
め。
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2月7日
平成３１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7日
平成３０年度国民年金産前産後期
間の保険料免除対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

916,920 891,000
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7日
平成３１年度国保標準事務処理シ
ステム保守業務委託（～Ｈ３５．９）

(株)日立システムズ
茨城支店

13,705,200 13,705,200
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。

2月7日
平成３０年度高額療養費支給申請
対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

572,400 324,000
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7日
平成３１年度財務会計システム改
修委託（改元対応）

ジャパンシステム(株) 2,179,980 2,179,980
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7日
平成３１年度焼却灰（主灰・飛灰）
運搬業務委託
単価契約

中電興産(株) 3,121,200 3,121,200

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
務を履行できるのは当該業者のみである
ため。

2月7日
平成３１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 2,889,540 2,889,540
業務の履行にあたり、犬・猫の死体処理
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14日
平成３１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

当該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
守点検業務を行うことができないため。

2月14日
平成３０年度社会科及び進路副読
本購入（平成３１年度使用分）

(株)須沢 971,426 874,260
副読本は準教科書であり、購入できる指
定代理店が市内では当該業者のみであ
るため。

2月21日
平成３１年度スプリング入りベッド
マット資源化業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

2,485,002 2,485,002
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。
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2月21日
平成３１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

1,884,279 1,884,279
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。

2月28日
平成３１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可能と
なる。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。

2月28日
平成３１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

11,089,980 11,089,980
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。

2月28日
平成３１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) 5,784,480 5,784,480
エスカード牛久ビルの総合的な管理運営
業務を行っており、施設の設備機構に精
通している事業者であるため。

2月28日
平成３１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

3,486,902 3,486,902
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。

2月28日
平成３１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

8,278,518 8,278,517
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。

2月28日
平成３１年度牛久運動公園体育館
整体業務委託

整体伊藤 899,640 899,640
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のは当
該業者のみであるため。

2月28日
平成３１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

19,297,224 19,297,224
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。

2月28日
平成３０年度成人風しん抗体検査
及び予防接種対応システム改修
業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

893,160 826,200
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。
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2月28日
平成３１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

949,456 949,456
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。

2月28日
平成３１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。

2月28日
平成３１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。

2月28日
平成３1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

7,294,752 7,294,752
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。

2月28日
平成３１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

686,880 686,880
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。

2月28日
平成３１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 45,638,640 45,638,640

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
を含む）を協働で行う必要があるため。

3月7日
平成３１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 5,672,851 5,489,856
仕様の通り広報うしく１５日号を各戸配布
（ポスティング）できるのは当該業者のみ
であるため。

3月7日
平成３１年度アヤメ園管理業務委
託

(特)うしく里山の会 8,272,800 8,272,800

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
有する。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に
継続的な履行が必要となるため。
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3月7日
平成３１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) 3,014,172 3,014,172

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
が可能である。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。

3月7日
平成３１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)

18,313,257 18,313,257

バイオマス事業は農業政策と目的・趣旨
が同一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7日
平成３１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

3,961,863 3,961,862
高齢者等の雇用安定を図る（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。

3月7日
平成３１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

4,336,032 4,336,031
高齢者等の雇用安定を図る（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。

3月7日
平成３１年度新資源回収及び運搬
業務委託（区域１）

(株)そめや 30,289,896 30,289,896
当該業者は、市指定デザイン車両を保有
しており、かつ収集実績があるため。

3月7日
平成３１年度ごみの収集及び運搬
業務委託（１）
単価契約

(株)そめや 49,996,440 49,996,440

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
実績を有する事業者であり、本契約を確
実に履行できる。また、車両については当
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7日
平成３１年度新資源回収及び運搬
業務委託（区域３）

(有)ワタベ商会 24,339,636 24,338,998
当該業者は、市指定デザイン車両を保有
しており、かつ収集実績があるため。

3月7日
平成３１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 40,052,880 40,052,880

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
実績を有する事業者であり、本契約を確
実に履行できる。また、車両については当
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。



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３１年度新資源回収及び運搬
業務委託（区域２）

(有)栄広社 24,791,184 24,791,184
当該業者は、市指定デザイン車両を保有
しており、かつ収集実績があるため。

3月7日
平成３１年度ごみの収集及び運搬
業務委託（２）
単価契約

(有)栄広社 37,036,440 37,036,440

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
実績を有する事業者であり、本契約を確
実に履行できる。また、車両については当
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14日
平成３１年度牛久市立中学校
STOPit使用契約

ストップイットジャパン
(株)

704,700 704,700

STOPitは、匿名でいじめの相談・通報が
できるアプリである。既に導入している自
治体では、いじめや人間関係トラブルの
相談がとても増え、早期発見・早期対応に
つながっているため。なお、当該業者は、
このアプリを扱う国内唯一の業者である
ため。

3月14日
平成３１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14日
平成３１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、開発業者に委託することにより、迅速
かつ適切な対応が可能になるため。

3月14日
平成３１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を保守管理につい
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当該業者に委託する
ことが、迅速かつ適切な対処・運営に必
要であるため。

3月22日
平成３１年度牛久運動公園武道館
受付・定期清掃業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

3,456,000 3,456,000
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22日
平成３１年度牛久市体育施設グラ
ウンド管理業務委託

(特)アスク 17,450,640 17,442,000
当該業者はグラウンド管理業務におい
て、他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。



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22日
平成３１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)

753,372 753,372
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22日 平成３１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

774,232 774,232
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22日
平成３１年度生活保護レセプト管
理クラウドサービス使用料

富士通エフ・アイ・
ピー（株） 関東支社

1,836,000 1,836,000

本ソフトウェアは、厚生労働省が生活保
護の医療扶助に関するレセプト情報を電
子情報で取り扱うために開発したもので
あり、当該業者が厚生労働省と委託契約
を締結しシステムを構築した業者であるた
め。

3月28日
平成３１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 19,670,040 19,666,800
当該業者はグラウンド管理業務におい
て、他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。

3月28日
平成３１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。


