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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9日
令和２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

1,238,670 1,238,670
高齢者等の雇用創出を図るため、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。

4月9日
令和2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)

3,036,000 3,036,000

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、当市において履行実績
があり、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9日
令和2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) 21,065,000 21,065,000
当該業者の最終処分場がある山形県米
沢市と事前協議合意がなされているた
め。

4月9日
令和2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) 15,361,500 15,361,500
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
所の合意がなされているため。

4月9日
令和２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 1,210,000 1,210,000

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9日 令和2年度 道路清掃車定期整備
モリタース車輌工業
(株)

1,268,300 1,265,000

当該車輌は特殊車両であることから、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16日
令和2年度 自治体クラウド化に係
る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)

968,000 968,000

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、当市において履行実績
があるため、基幹システムのクラウド化を
検討する上で実績や経験を踏まえた提
案、助言が求められるため。

令和2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16日
令和２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

935,550 935,550
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16日
令和２年度おくの義務教育学校
（旧牛久二中）校務用センター化業
務委託

山野井商事(株) 550,000 550,000

既存の小中学校の校務用ネットワークを
構築した業者であり、既存ネットワークシ
ステムに接続できるのは当該業者のみで
あるため。

4月16日
令和２年度牛久市内遺跡発掘・整
理作業業務委託
単価契約

(公社)牛久市シル
バー人材センター

317,917 317,917
高齢者等の雇用創出を図るため、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。

4月16日
令和2年度みどりのカーテン苗購
入

(福)ゆっこら 90,367 90,367

社会福祉法人ゆっこらは、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（平成十七年法律第二十三
号）第五条第十一項に規定する障害者支
援施設であり、そこで製作された物品を買
い入れるため。

4月22日
令和２年度GIGAスクールネット
ワーク環境整備設計業務委託

東日本電信電話(株)
茨城支店

9,350,000 9,350,000

当該業者は、牛久市の行政・教育イントラ
ネット全体の構築・保守を実施しており、
牛久市のネットワーク事情に精通してい
る。また、教育系部門においても、既存業
者として市内小中学校のネットワーク事情
に明るいため、短期でかつ平準化された
仕様を作成する事が出来るため。

4月23日
令和 2年度 後期高齢者医療保険
料均等割軽減特例の見直し対応
業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,915,000 2,860,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

4月23日
令和2年度個人住民税法改正対
応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,580,552 1,567,500
当該システム開発業者であり、他の業者
では取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

4月23日
令和2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

1,611,803 1,595,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

4月23日
令和2年度　資源物回収用エコ
バック購入

太陽工業(株) 東京支
店

1,617,000 1,617,000

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。

4月23日
令和2年度文化財関連施設維持
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

1,512,588 1,512,588
高齢者等の雇用創出を図るため、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。

4月23日
令和２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

1,562,000 1,562,000

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年間にわたって株式会
社ぎょうせい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23日
令和2年度　障害福祉業務総合支
援ソフト賃貸借

(株)ニック 東京支店 726,000 726,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

4月30日
令和２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) 2,868,800 2,868,800
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。

4月30日
令和２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)

2,079,000 2,079,000

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。

4月30日
令和2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 1,023,000 1,023,000

牛久市の地域資源について、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。



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30日
令和２年度牛久運動広場簡易トイ
レ清掃業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

152,502 152,502
高齢者等の雇用創出を図るため、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。

4月30日
令和2年度　ID連携サーバ機器保
守業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

548,130 548,130
当該システムの構築業者であり、他社で
の取り扱いができないため。

4月30日
令和2年度　番号制度データ標準
レイアウト改版対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

6,020,498 5,940,000
当該システムの構築業者であり、他社で
の取り扱いができないため。

4月30日
令和２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

110,991 110,991
高齢者等の雇用創出を図るため、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。

5月7日
令和2年度　特別定額給付金事業
対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

8,195,000 5,610,000

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策」が閣議決定されたことを受け、早急な
システム改修が必要となったため。また、
本システムは当該事業者が開発したもの
であり、他者での取り扱いができないた
め。

5月14日
令和2年度　子育て世帯への臨時
特別給付金事業対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,485,000 1,485,000

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策」が閣議決定されたことを受け、早急な
システム改修が必要となったため。また、
本システムは当該事業者が開発したもの
であり、他者での取り扱いができないた
め。

5月14日
令和２年度「敬老の日大会」記念
品購入
単価契約

澤田茶園 5,832,000 5,832,000
記念品として地元の食料品を大量生産で
きる業者が、市内の中で当該業者に限ら
れるため。

5月14日
令和2年度特別定額給付金申請
書作成及び封入封緘業務委託

(株)タナカ 1,650,000 1,650,000
新型コロナウイルス感染症対策により、緊
急に対応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

5月15日
令和２年度スズメバチ駆除業務委
託
単価契約

(株)ヒュリカ 1,944,800 1,944,800
当該業者は当市の仕様に沿った迅速な
対応が可能であり、他者と比較して安価
に業務が履行できるため。

5月21日 令和2年度No.3流量計修繕業務
東京計器(株) 計測機
器システムカンパ
ニー

1,999,800 1,999,800

流量計測定部及び制御盤内部は製造
メーカー独自の仕様になっており、製造
メーカー以外では修繕等の作業ができな
いため。

5月21日
令和２年度　全庁プリンタートナー
類購入（リコー６４００Ｓ）
単価契約

リコージャパン(株) 茨
城支社　ＬＡ営業部

2,532,750 2,532,750

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。

5月21日
令和２年度　牛久市地域再犯防止
推進モデル事業学習支援業務委
託

(株)キズキ 2,280,000 2,280,000

専門性を持つ指導者を配置でき、専門知
識と知見を活用し、学習支援対象者の基
礎学力を上げるための取組をこれまでに
実施し、成果をあげている。また、蓄積し
たノウハウにより成果として効果検証業
務を実施することができるため。

5月21日
令和2年度公営企業会計支援業
務委託

かがやき税理士法人 1,320,000 1,320,000

令和２年４月１日に下水道事業を法適用
化したことに伴い、初年度の企業運営を
安定して行うために必要な税理士法等に
基づく支援について、法適化までの支援
や令和２年度予算策定支援を実施し、か
つ税理士を有する同法人に委託すること
により、円滑かつ適切な事業実施が可能
であるため。

5月28日
令和2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

30,644,839 30,635,000

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。



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28日
令和２年度　アヤメ園植栽維持管
理業務委託

杉浦造園 1,353,000 1,276,000

アヤメ園の植栽を除く管理業務を受託し
ており、植栽の維持管理を含め、一体的
に管理することがアヤメ園の良好な状態
の維持に必要なため。

5月28日
令和2年度　庁内LAN用PC再リー
ス（H27-R2:40台）

日通商事(株) 茨城営
業センター

828,960 828,960
現在のリース機器の契約事業者であり、
当該機器を継続して１年間再リースする
ため。

5月28日
令和２年度 外国人被保険者の資
格情報連携対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,485,000 1,430,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

5月28日
令和2年度　健康管理母子保健情
報連携対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,496,000 1,485,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

5月28日
令和2年度　中間サーバ移行に伴
う次期VPN装置設定業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

986,150 979,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

6月4日
令和２年度岡田小学校IAC-6系統
空調冷媒漏れ修繕

日本空調サービス
(株) 筑波支店

506,000 484,000

岡田小学校の空調ＩＡＣ－６系統で冷媒漏
れにより、空調が使用できない状況であ
り、児童が熱中症にならないよう早急に対
応するため。

6月11日
令和２年度介護保険料納入通知
書封入封滅業務委託
単価契約

(特)ほっとピア 180,500 180,500
「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。

6月15日
令和２年度 おくの義務教育学校
（北校舎）AC-4、8、12、13系統空
調機修繕

日立空調関東(株) 茨
城支店

719,818 719,400

おくの義務教育学校（北校舎）空調ＡＣ－
４、８、１２、１３系統において、動作しない
機器や冷えない教室があるなど不具合が
生じているため、児童が熱中症にならな
いよう早急に対応するため。



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

6月18日
令和2年度　固定資産評価替対応
業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,520,000 3,520,000
当該システムの開発業者であり、他の業
者では取扱いできないため。

6月19日
令和2年度特別定額給付金審査
業務委託

関東情報サービス
(株)

4,283,812 4,283,812

本委託業務は、令和２年度特別定額給付
金業務委託に付随する業務であり、既委
託業者に委託する事で、特別定額給付金
の迅速かつ円滑な給付につながるため。

6月22日 令和２年度災害備蓄用マスク購入 グローバル一通(株) 1,925,000 1,925,000

災害が発生した際に避難者が集まる避難
所において、新型コロナウイルス感染症
などの感染を防ぐためにマスクの備蓄が
必要であり、早急に確保しておく必要があ
るため。

6月25日
令和2年度　国保オンライン資格確
認に係る法改正対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

4,400,000 4,180,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

6月25日
令和2年度BDF製造設備点検業務
（400N型）

(株)ダイキアクシス 725,780 725,780

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。

7月2日
令和2年度ペレット製造設備ペレタ
イザーベアリングケース購入

伸栄工業(株) 698,500 698,500

ペレット製造設備は、当該業者が組立て
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。

7月2日
令和2年度　生活保護システム更
新に伴うLGWAN向FW設定変更業
務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

759,000 731,500
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

7月2日
令和2年度生活保護システムクラ
ウドサービス構築業務委託

北日本コンピューター
サービス(株)

4,015,000 4,015,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

7月2日
令和2年度生活保護システムクラ
ウドサービス利用料（～令和7年
度）

北日本コンピューター
サービス(株)

21,628,200 21,628,200
当該システム開発業者であり、他の業者
では取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

7月2日
令和2年度牛久運動公園プール設
備修繕

(株)常信企業 616,000 616,000

牛久運動公園プール設備保守点検によ
り、クラック等修繕箇所が多数見つかり、
循環濾過作業に支障をきたすことから、
機器の緊急修繕を行う必要があるため。

7月9日
令和2年度産後ケア用感染症予防
対策物品購入

(株)須沢 1,448,700 1,448,700

産後ケア事業を安全に実施するにあた
り、新型コロナウイルス感染症の第２波第
３波に向けた予防対策に必要な物品を早
急に確保する必要があるため。

7月21日
令和2年度　ひとり親世帯への臨
時特別給付金事業対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,860,000 2,640,000

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策」の施策として、ひとり親世帯に対し臨
時特別給付金を給付することを受け、早
急なシステム改修が必要となったため。な
お、本システムは当該事業者が開発した
ものであり、他者での取り扱いができない
ものであるため。

7月29日
令和2年度牛久クリーンセンターリ
サイクルプラザ棟受水槽修繕

(株)アクアプラントテッ
ク

618,200 616,000

牛久クリーンセンターリサイクルプラザ棟
受水槽電磁弁が故障し、上水が貯められ
ないため早急に対応できる業者に修繕を
依頼するため。

7月30日
令和２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ＬＳエン
ジニアリング(株) 東
京本部

805,200 805,200
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。

7月30日

令和2年度 感染症予防等新しい
生活様式を示した保存版ガイド配
布業務委託
単価契約

(株)茨城読売ＩＳ 877,184 877,184
当該業者以外に本仕様にそってガイド
ブックを各戸配布（ポスティング）できる業
者がないため。



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6日
令和2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 関東支社

17,050,000 17,050,000

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、尚且
つ専門的技術を有しているため。

8月6日
令和２年度中学校校務システムセ
ンター化に伴うイントラネット設定
業務委託

東日本電信電話(株)
千葉事業部　茨城支
店

550,000 550,000

当該業者は、既存の小中学校の校務用
ネットワークを構築し設定した業者であ
り、既存ネットワークシステムに接続する
のは当該業者のみが可能であるため。

8月6日
令和２年度段ボールパーテーショ
ン購入

大和紙器(株)　つくば
工場

1,459,700 1,448,700

当該業者は、同製品の製造メーカーであ
り、災害時の物資供給協定を締結してい
ることから牛久市の仕様を満たす履行が
可能であるため。

8月7日
令和２年度エスカード牛久ビル不
動産鑑定

(株)総合不動産鑑定
コンサルタント

2,387,000 2,387,000

市街地再開発事業により建設したエス
カード牛久ビルについて、当該事業の従
前・従後の権利返還が複雑であり、当該
事業の経緯を熟知し、権利評価等、権利
関係全般に携わった実績を持つ不動産鑑
定士に対して業務を委託する必要がある
ため。

8月27日
令和２年度　消費者教育パンフ
レット等購入

(株)東京法規出版 528,880 528,880

消費者教育教材について、教職員や消費
生活相談員が数種類の見本等で比較・検
討した結果、内容が簡潔で分かりやすい
ことから選定されたものであり、かつ、選
定されたパンフレットの取扱いがある業者
が当該業者のみであるため。カレンダー
については、他社では同様なものを出版
していないため。

9月10日
令和２年度　生活保護システム改
修（日常生活支援住居施設制度
対応）業務委託

北日本コンピューター
サービス(株)

660,000 660,000
当該システムの開発業者であり、他の業
者では取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

9月17日
令和2年度 収納業務スマホ決済
対応に伴うシステム改修業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

657,998 638,000
当該システムの開発業者であり、他の業
者では取扱いができないため。

9月17日
令和2年度　イントラネットPC再
リース（R2.10月～R3.9月末）

東日本電信電話(株)
千葉事業部　茨城支
店

474,067 474,067
現在のリース機器の契約事業者であり、
当該機器を継続して１ヵ年、再リースする
ため。

9月24日
令和２年度牛久市体育施設新型コ
ロナウイルス感染症拡大予防対策
業務委託

高橋興業(株) 8,605,300 8,605,300

当該業者は現行の牛久市体育施設管理
業務を受託しており、当該業務はそれに
付随する業務であり、委託することで円滑
かつ適切な履行の確保が見込めるため。

9月24日
令和２年度牛久運動公園武道館
スタジオプログラム業務委託

高橋興業(株) 5,423,000 5,423,000

当該業者は現行の牛久市体育施設管理
業務を受託しており、当該業務はそれに
付随する業務であり、委託することで円滑
かつ適切な履行の確保が見込めるため。

10月1日
令和２年度牛久市防災情報伝達
システム整備実施設計業務委託

(株)エスビイデー 9,614,000 9,570,000

牛久市防災情報伝達システム整備実施
設計業務委託プロポーザル実施要領の
規定により、特定された（株）エスビイデー
と随意契約をするもの。

10月1日
令和2年度小中学校修学旅行企
画業務委託（牛久第一中学校　お
くの義務教育学校前期課程）

東武トップツアーズ
(株)　茨城南支店

863,500 863,500

例年実施している修学旅行の企画立案等
当市における実績があり、安全に実施で
きるノウハウを有している業者であるた
め。

10月1日
令和2年度小中学校修学旅行企
画業務委託（下根中学校　ひたち
野うしく中学校）

(株)近畿日本ツーリ
スト関東 つくば支店

2,868,758 2,607,962

例年実施している修学旅行の企画立案等
当市における実績があり、安全に実施で
きるノウハウを有している業者であるた
め。

10月1日

令和2年度小中学校修学旅行企
画業務委託（牛久第三中学校　牛
久南中学校　おくの義務教育学校
後期課程）

(株)ＪＴＢ 茨城南支店 1,100,062 1,100,062

例年実施している修学旅行の企画立案等
当市における実績があり、安全に実施で
きるノウハウを有し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

10月6日
令和2年度アクアサンデー温水
プール賃貸借

礒亀創業(有) 1,650,000 1,650,000
事業実施のために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、当該施設のみである。

10月8日
令和2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)
国内事業部

68,035,000 61,600,000

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。

10月8日
令和2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)
国内事業部

6,604,400 6,160,000

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。

10月8日
令和3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

14,825,690 14,740,000
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。

10月15日
令和2年度　コンビニ交付システム
構築・保守業務委託（R3.4月～
R8.3月）

(株)日立システムズ
茨城支店

61,809,000 61,802,400
当市の住民情報システムの構築事業者
であり、他の業者での取り扱いが困難な
ため。

10月15日
令和2年度　コンビニ交付システム
機器類購入

(株)日立システムズ
茨城支店

10,076,000 10,074,900

調達すべき機器の構成及び設定作業等
については、システム全体の構築作業と
一体的なものであり、システムを安全かつ
効率的に構築し、保守の範囲を明確化す
るためには、構築事業者が調達・設定し
た機器を購入する必要があるため。

10月22日
令和２年度幼稚園・小学校空気清
浄機定期交換キット購入

山野井商事(株) 583,000 583,000
ＩＨＩアグリテックオゾンエアクリアについ
て、一次代理店である当該事業者のみ取
り扱いが可能なため。



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29日
令和２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ＬＳエン
ジニアリング(株) 東
京本部

1,595,000 1,595,000
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。

11月5日
令和2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 2,926,000 2,926,000

現在稼働しているバイオディーゼル燃料
製造設備、出荷設備、給油設備は、当該
業者が製造、販売したものであり、他の業
者では点検整備業務が実施できないた
め。

11月12日
令和2年度牛久市児童クラブ子育
てサポーター業務委託
単価契約

(公社)牛久市シル
バー人材センター

798,336 798,336
高齢者等の雇用創出を図るため、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。

11月19日
令和２年度　予防接種に係る感染
対策物品購入（ラテックス手袋）

(株)須沢 1,155,000 1,016,400

新型コロナウイルス感染症のまん延によ
り感染症対策物品が全国的に欠品してお
り、購入可能な業者が１社のみであった
ため。

11月19日
令和２年度　予防接種に係る感染
対策物品購入（感染対策防護キッ
ト）

宝薬品(株) 990,000 957,000

新型コロナウイルス感染症のまん延によ
り感染症対策物品が全国的に欠品してお
り、購入可能な業者が１社のみであった
ため。

11月26日
令和2年度　生活習慣病健診等業
務委託
単価契約

(公財)茨城県総合健
診協会

2,044,988 2,044,988

（公財）茨城県総合検診協会は、唯一茨
城県市町村職員共済組合と全国健康保
険協会と生活習慣病他の健診業務契約
をしている団体で、共済組合より健診費
用の一部に助成を受けているため。

12月3日
令和2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)
国内事業部

2,420,000 2,420,000

当該品の供給は指定プラントメーカーの
み可能であり、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。



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
令和2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

2,904,000 2,871,000
可燃物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。

12月10日
令和2年度 介護法及び介護税制
法改正対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

7,898,000 7,876,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

12月10日
令和2年度 後期高齢に係る税制
法改正対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,364,000 1,320,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

1月7日
令和２年度牛久運動公園移動式
バスケットゴール台修繕

池田スポーツ 572,220 572,220

牛久運動公園体育館内の移動式バス
ケットゴール1台について、バックボードに
亀裂があり、非常に危険な状態であるた
め。

1月7日
令和２年度中央図書館エレベー
ター修繕

(株)日立ビルシステ
ム 関東支社

593,483 593,483

当該エレベーターは日立製作所製のもの
であり、交換部品を調達できるのが、系列
会社である当該業者のみである。また、
当該業者は、現在当該エレベータ―の保
守点検業務を受託しており、修繕内容を
熟知しているとともに、専門的技術を有し
ているため。

1月7日
令和2年度　テレワーク用キーボー
ド付タブレット端末購入

(株)日立システムズ
茨城支店

1,716,000 1,716,000
本契約の仕様に対応できる事業者が他
にないため。

1月14日
令和２年度牛久市議会ペーパーレ
ス会議システム賃貸借（～令和５
年度）

東京インタープレイ
(株)

2,838,000 2,838,000

SideBooksクラウド本棚は、他社にはない
独自の機能を有しており、当該システム
の取り扱いは当該業者に限定されるた
め。

1月14日
令和２年度奥野・三日月橋・かっぱ
の里生涯学習センター防犯カメラ
警備業務委託（～令和6年度）

セコム(株) 3,833,500 3,833,500

各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14日
令和２年度牛久市議会無線Ｗｉ-Ｆｉ
及び議場内採決結果表示システ
ム購入

(株)東和エンジニアリ
ング 関東支店

1,628,000 1,628,000

当該システムの導入には、当該業者によ
り構築された既存の議場内映像配信シス
テムとの連携が必要不可欠であり、当該
システムの運用・保守についての取り扱
いは当該業者に限定されるため。

1月21日
令和2年度新型コロナウイルスワ
クチン接種にかかる接種券印刷業
務委託

(株)タナカ 10,762,400 10,762,400

新型コロナウイルスワクチン接種体制確
保事業に基づき、速やかな住民接種遂行
のため、早急に実施する必要があるた
め。

1月28日
令和2年度　障害者自立支援シス
テム改修ソフトウェア購入

(株)日立システムズ
茨城支店

990,000 968,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

1月28日
令和2年度 所得判定時の障害者
控除対応に伴う住民情報システム
改修業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

572,000 572,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

1月28日
令和2年度　新型コロナウイルスワ
クチンクーポン対応に伴う住民情
報システム改修業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,904,000 2,827,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

1月28日
令和２年度牛久第三中学校AC-
8,9系統空調ガス漏れ調査業務委
託

日立空調関東(株) 茨
城支店

868,890 858,000
日立製の空調機であり、同社が工事施工
した系統であり、同社でなければガス漏
れ箇所を特定することが難しいため。

1月28日
令和２年度おくの義務教育学校校
歌作成業務委託

(株)ｋ－ａｒｔ－ｆａｃｔｏｒｙ 900,000 900,000

おくの義務教育学校の校歌は、同校の児
童・生徒と奥野地区在住の方が作詞、作
曲しており「オール奥野」で作り上げてき
た。この意図を組み込み、限られた期間
内で校歌制作を行う「能力」と「技術・技
能」を備えた唯一の業者であるため。

2月4日
令和２年度社会科及び進路副読
本購入（令和３年度使用分）

(株)須沢 965,340 965,340
副読本は準教科書であり、購入できる指
定代理店が市内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4日
令和3年度　牛久運動公園体育館
整体業務委託

整体伊藤 925,650 925,650
牛久市の登録業者の中で、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。

2月4日
令和3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

1,874,624 1,874,400
高齢者等の雇用創出を図るため、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4日
令和3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

2,652,379 2,652,100
高齢者等の雇用創出を図るため、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4日
令和3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 3,217,500 3,217,500

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。

2月4日
令和3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)

3,465,000 3,465,000
分別の出来ない細かい「ガラス残渣」及び
「陶磁器残渣」を資源処理出来るのは当
該業者のみであるため。

2月5日
令和2年度　社会保障・税番号制
度システム整備対応業務委託（戸
籍システム）

(株)日立システムズ
茨城支店

2,915,000 2,915,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

2月5日
令和2年度　法改正対応住民基本
台帳システム改修業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,514,500 3,289,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

2月5日
令和2年度　法改正対応戸籍シス
テム改修業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

5,348,570 5,302,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

2月5日
令和3年度　附票ネット連携・副本
管理APP保守業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

795,960 396,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取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

2月5日
令和3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

5,702,400 5,702,400
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

2月12日
令和３年度牛久市指定ごみ袋配
送用公用車賃貸借

(株)トヨタレンタリース
茨城

594,000 594,000
牛久市の求める仕様に対して、車両を納
車できるのは、当該業者のみであるた
め。

2月12日
令和3年度牛久市コミュニティFM
行政情報発信業務委託

(特)牛久コミュニティ
放送

19,892,400 19,892,400
特定非営利活動法人牛久コミュニティ放
送は、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。

2月12日
令和3年度　焼却灰（飛灰）溶融処
理委託
単価契約

中央電気工業(株) 32,417,000 32,417,000
当該事業者の所在市町村である鹿嶋市と
牛久市において、焼却灰の搬入について
事前協議にて承認を得ているため。

2月12日
令和3年度　焼却灰（主灰・飛灰）
運搬業務委託
単価契約

中電興産(株) 1,309,000 1,309,000

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。

2月12日
令和３年度ブックスタートパック購
入

(特)ブックスタート 738,100 738,100

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当
該業者のみであるため。

2月18日
令和3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

10,818,683 10,818,683
高齢者等の雇用創出を図るため、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18日
令和３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 6,759,654 6,745,200
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。



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
令和2年度新型コロナウイルス感
染症ワクチン接種体制確保事業
業務委託

東武トップツアーズ
(株)　茨城南支店

50,480,790 50,480,790

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種
体制確保事業に基づき、必要業務を履行
することが可能な業者であり、速やかな住
民接種遂行のために、早急に接種体制を
構築する必要があるため。

2月18日
令和３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

1,445,400 1,445,400

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18日
令和３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) 2,673,000 2,673,000

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18日
令和２年度中学校デジタル教科書
購入（令和３年度利用分）

(株)須沢 811,800 811,800
デジタル教科書は、購入できる指定代理
店が限られているため。

2月18日
令和２年度 向台小学校バスケット
ゴール修繕

(株)三和メック 1,100,000 1,100,000

向う台小学校体育館において、バスケット
ゴールが下がったまま昇降不能となり、卒
業式及び卒業式練習に支障がでるため、
緊急性を要するため。

2月25日
令和３年度　４７行政ジャーナル利
用契約

(株)茨城新聞社 660,000 660,000

行財政情報サービス「４７行政ジャーナ
ル」を通じて自治体に係る行財政情報を
提供できるのは当該業者のみであるた
め。

2月25日
令和３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

16,270,320 16,270,320
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り、
当該業者を特定するものであるため。



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25日
令和３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

3,012,449 3,012,350
高齢者等の雇用創出を図るため、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25日
令和３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

9,244,963 9,244,950
高齢者等の雇用創出を図るため、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25日
令和3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 44,507,760 44,507,760

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。

2月25日
令和３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　取手営業所

9,636,000 9,636,000
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り、
当該業者を特定するものであるため。

2月25日
令和３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)

759,000 759,000

STOPitは、匿名でいじめの相談・通報が
出来るアプリである。本市でも、いじめや
人間関係トラブルの相談があり、早期発
見・早期対応に繋がっている。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。

2月25日
令和３年度小学校ネットワーク保
守業務委託

東日本電信電話(株)
千葉事業部　茨城支
店

5,596,800 5,586,240
当該事業者は小学校ネットワークシステ
ムを構築した業者であり、構築業者のみ
保守を請け負うことができるため。

2月25日
令和３年度中学校ネットワーク保
守業務委託

山野井商事(株) 3,498,000 3,498,000
当該事業者は中学校ネットワークシステ
ムを構築した業者であり、構築業者のみ
保守を請け負うことができるため。

2月26日
令和3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 2,780,250 2,780,250
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。



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4日
令和３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

550,000 550,000
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
いため。

3月4日
令和３年度　牛久市指定ごみ袋の
保管管理業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

1,784,716 1,784,715
高齢者等の雇用創出を図るため、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4日
令和３年度　牛久市指定ごみ袋配
送業務委託
単価契約

(公社)牛久市シル
バー人材センター

1,910,216 1,910,216
高齢者等の雇用創出を図るため、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4日
令和3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

4,214,281 4,199,970
高齢者等の雇用創出を図るため、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4日
令和３年度　新資源回収及び運搬
業務委託（区域１）

(株)そめや 33,006,996 33,006,996
当該業者は、市指定デザイン車両を保有
し、市の求める仕様に対し履行可能な業
者であるため。

3月4日
令和３年度　ごみの収集及び運搬
業務委託（区域１）
単価契約

(株)そめや 48,958,800 48,958,800

市内の地理及び集積所の位置を熟知して
いることや市民の臨時的要望に迅速な対
応ができる体制が確保されているなど、
市の仕様に沿うことができ、効率かつ安
全な業務履行が可能な業者であるため。
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4日
令和３年度　新資源回収及び運搬
業務委託（区域２）

(有)栄広社 27,868,236 27,868,236
当該業者は、市指定デザイン車両を保有
し、市の求める仕様に対し履行可能な業
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4日
令和３年度　ごみの収集及び運搬
業務委託（区域２）
単価契約

(有)栄広社 39,999,300 39,999,300

市内の地理及び集積所の位置を熟知して
いることや市民の臨時的要望に迅速な対
応ができる体制が確保されているなど、
市の仕様に沿うことができ、効率かつ安
全な業務履行が可能な業者であるため。
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4日
令和2年度　高額療養費支給申
請・申請案内レイアウト修正業務
委託

(株)日立システムズ
茨城支店

774,584 715,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いできないため。

3月4日
令和３年度　新資源回収及び運搬
業務委託（区域３）

(有)ワタベ商会 27,229,752 27,229,752
当該業者は、市指定デザイン車両を保有
し、市の求める仕様に対し履行可能な業
者であるため。

3月4日
令和３年度　ごみの収集及び運搬
業務委託（区域３）
単価契約

(有)ワタベ商会 35,471,700 35,471,700

市内の地理及び集積所の位置を熟知して
いることや市民の臨時的要望に迅速な対
応ができる体制が確保されているなど、
市の仕様に沿うことができ、効率かつ安
全な業務履行が可能な業者であるため。
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4日
令和3年度　一般廃棄物の運搬処
分業務委託
単価契約

グリーンフィル小坂
(株)

21,450,000 21,450,000

当該事業所の所在市町村である小坂町
（秋田県）と当市において、焼却灰の搬出
について事前協議が行われ、合意がなさ
れているため。

3月4日
令和3年度　廃棄物処理委託
単価契約

(一財)茨城県環境保
全事業団

14,657,500 14,657,500

牛久市と当該事業者は平成２２年に「緊
急時における一般廃棄物処理に関する支
援協定書」を締結しており、非常時にも焼
却灰の受け入れを行えるため。



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4日
令和3年度牛久市英語指導助手
派遣業務委託

(株)インタラック関東
北

59,400,000 59,400,000

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、令和３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4日
令和3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

10,139,910 10,139,910
高齢者等の雇用創出を図るため、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9日
令和2年度　牛久小神谷小牛久南
中地震破損部復旧修繕

(株)塚原建設 572,000 572,000
地震により建物に被害が発生し落下物等
の危険があるため早急に対応するもので
ある。

3月11日
令和３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) 5,468,100 5,468,100
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、施設の設備機器に精
通している事業者であるため。

3月11日
令和3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)

699,706 699,706
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11日
令和３年度中央図書館TOOLi使用
料

(株)図書館流通セン
ター

528,000 528,000

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）を納品できるのは当該業者のみであ
るため。

3月11日
令和３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) 1,095,336 1,095,336

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
テムのみである。当該業者は当該システ
ムを扱う県内唯一の代理店であるため。



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

3月11日
令和３年度　牛久市体育施設グラ
ウンド管理業務委託

(特)アスク 17,361,300 17,358,000
当該業者は当該業務において、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11日
令和３年度　牛久市体育施設等芝
生管理業務委託

(特)グリーンサポート 15,296,600 15,295,500
当該業者は当該業務において、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11日
令和3年度牛久市児童クラブ子育
てサポーター業務委託
単価契約

(公社)牛久市シル
バー人材センター

3,079,736 3,079,736
高齢者等の雇用創出を図るため、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11日
令和3年度　障害福祉業務総合支
援ソフト賃貸借

(株)ニック 東京支店 792,000 792,000
当該システムの開発業者であり、他の業
者では取扱いができないため。

3月15日
令和２年度中学校教師用指導書・
教科書購入（令和３年度使用分）

(株)須沢 8,357,570 8,357,570
指導書及び教科書について、購入できる
市内の指定代理店は当該業者のみであ
るため。

3月15日
令和２年度小学校道徳指導書及
び4年生用社会科指導書購入（令
和3年度使用分）

(株)須沢 1,443,200 1,443,200
指導書及び教科書について、購入できる
市内の指定代理店は当該業者のみであ
るため。

3月18日
令和3年度中央図書館夜間管理
補助業務委託
単価契約

(公社)牛久市シル
バー人材センター

1,575,277 1,575,277
高齢者等の雇用創出を図るため、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18日 令和３年度　ｉＪＡＭＰ利用契約 (株)時事通信社 924,000 924,000
行財政情報サービス「iJAMP」を通じて自
治体に係る行財政情報を提供できるのは
当該業者のみであるため。

3月18日
例規・判例データベースシステム
賃貸借（令和３年度～令和７年度）

(株)ぎょうせい 関東
支社

6,164,400 6,164,400

例規等情報のデータベースの性能等につ
いて、当市が求める機能や仕様を満たし
ているのは、当該業者の扱う製品のみで
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18日
令和３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

1,002,485 1,002,485
高齢者等の雇用創出を図るため、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18日
令和3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)

3,036,000 3,036,000

当該業者は、当市におけるコンピューター
システムの運用・調達等の見直し及び調
達コストの適正化への助言等を行ってき
ており、実績・経験を踏まえた提案、助言
が求められるため。

3月18日
令和3年度生活保護就労支援シス
テム利用料（～R7.8月末）

北日本コンピューター
サービス(株)

660,000 660,000
当該システムの開発業者であり、他の業
者では取扱いができないため。

3月18日
令和3年度広報紙配達業務委託
単価契約

(公社)牛久市シル
バー人材センター

830,016 830,016
高齢者等の雇用創出を図るため、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18日
令和3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)

17,624,200 17,624,200

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18日
令和２年度　新型コロナウイルス
感染症対策備蓄物品購入（感染
対策防護キット）

宝薬品(株) 1,089,000 1,056,000

新型コロナウイルス感染拡大により感染
症対策物品が全国的に欠品しており、購
入可能な業者が当該業者のみであったた
め。

3月18日
令和3年度小中義務教育学校図
書館データベース使用料

(株)図書館流通セン
ター

446,600 446,600

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18日
令和3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Ｊａｐａｎ(株) 関
越支社

1,716,000 1,716,000

当該システムは、当該業者と厚生労働省
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
たソフトウェアであるため。

3月18日
令和３～６年度住井すゑ文学館監
視警備業務委託

セコム(株) 3,322,176 3,322,176

文化財関連施設（住井すゑ文学館）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。

3月25日
令和3年度幼児・児童・生徒尿検
査業務委託
単価契約

(株)江東微生物研究
所 茨城支所

3,380,960 3,146,000

当該業者は、学校保健安全法に定められ
ている尿検査の実施能力の要件を十分
に満たす、履行可能な唯一の業者である
ため。

3月25日
令和３年度小中学校心臓病検診
等業務委託（その１）
単価契約

(医)常仁会　牛久愛
和総合病院

2,762,155 2,762,155
学校保健安全法に定められている心臓病
健診の実施能力の要件を十分に満たし、
履行可能な業者であるため。

3月25日
令和3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) 15,614,500 15,614,500
当該事業者の最終処分場がある茨城県
北茨城市と焼却灰搬入について事前協
議により合意がなされているため。

3月25日
令和3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) 21,065,000 21,065,000
当該事業者の最終処分場がある山形県
米沢市と焼却灰搬入について事前協議に
より合意がなされているため。


