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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7日
平成２３年度牛久第三中学校体育
館ガラス災害復旧

小磯家具建具店 1,596,000 1,596,000 震災による災害を復旧するため

4月20日
平成２３年度小中学校災害復旧
（建物その１）

㈱塚原建設 2,698,584 2,698,500 震災による災害を復旧するため

4月20日
平成２３年度小中学校災害復旧
（給排水設備その２）

塚本産業㈱ 1,570,800 1,437,450 震災による災害を復旧するため

4月20日
平成２３年度小中学校災害復旧
（建物その２）

㈲昭栄建設 1,785,000 1,785,000 震災による災害を復旧するため

4月21日
平成２３年度緊急通報装置購入
単価契約

東日本電信電話㈱茨
城支店

1,668,817 1,668,817
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。

4月21日
平成２３年度文化財燻蒸作業業務
委託

関東港業㈱鹿島営業
所

981,750 913,500

ガスによる害虫駆除作業は、美術品等が
収納されている部屋を密閉するが、今回
の実施施設は、昭和初期の木造建造物
で、保管されている部屋を密閉するには
大変な作業量となる。当該業者は、密閉
作業が必要のない「エアバック方式」の特
許を有しており、作業量の大幅な効率化
が見込めるため。

4月21日
平成２３年度受付番号表示システ
ム購入

増田工業㈱ 3,786,300 3,759,000

現在の受付番号システムは当該業者の
製品であり、製品の部分入替えであるた
め、他の業者では機器の対応ができな
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

4月21日
平成２３年度牛久市行財政改革指
導業務

㈱クオリティマネジメ
ント研究所

2,520,000 2,520,000
ＫＡＩＺＥＮ活動の前身であるＴＱＭ活動の
講師として実績があり、当市の財政事情
にも精通しているため。

4月21日
平成２３年度小中学校災害復旧
（照明設備その１）

飯島電気工事㈱ 790,230 790,230 地震による災害を復旧するため。

4月21日
平成２３年度小中学校災害復旧
（照明設備その２）

木村電設工業㈱ 840,000 840,000 地震による災害を復旧するため。

4月25日
平成２３年度震災による下水道管
渠査定設計業務委託

冨洋設計㈱水戸営業
所

3,990,000 3,990,000
５月中の災害査定時までに査定設計書を
提出するため、早急に設計を行うため。

4月25日
平成２３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

86,400 86,400
高齢者の就業支援を行うシルバー人材セ
ンターから役務の提供を受けるため。

4月28日
平成２３年度ガラス残さ及び陶磁
器類資源化処理業務委託　単価
契約

ガラスリソーシング㈱ 4,412,100 4,412,100
分別の出来ない細かい「ガラス残渣」及び
「陶磁器残渣」を資源化処理できるところ
が他にないため。

4月28日
平成２３年度幼稚園・小中学校災
害復旧工事調査業務委託（その
１）

㈱相澤建築設計事務
所

7,455,000 7,434,000 地震による災害を調査するため。

4月28日
平成２３年度小中学校災害復旧工
事調査業務委託（その２）

㈱青山建築設計事務
所

3,885,000 3,885,000 地震による災害を復旧するため。

4月28日
平成２３年度小中学校災害復旧工
事調査業務委託（その３）

㈱土屋建築研究所茨
城支所

7,875,000 7,875,000 地震による災害を復旧するため。



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

5月12日
平成２３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㈱

3,281,250 3,281,250

公会計税務書類作成に向けてシステム導
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。

5月12日
平成２３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㈱ 1,512,000 1,512,000

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。

5月12日
平成２３年度スズメバチ駆除業務
委託　単価契約

㈱ヒュリカ 2,614,500 2,614,500
本契約の履行については、緊急性をとも
なうため地理的条件により、当該駆除へ
の対応が迅速に図れるため。

5月25日 平成２３年度放射線測定装置購入 ㈱ノルメカエイシア 1,278,480 1,278,480 緊急に確保する必要があるため

5月31日
平成２３年度まちづくりデザイン業
務委託

有岡建築都市設計 4,198,950 4,198,950

当該業者は、平成22年度牛久市まちづく
りデザイン業務でグリーンロード構想の基
本計画を策定している。今年度は基本計
画に基づいて実施計画を策定するため前
年度業務との関連性があり、当該業者へ
委託することが望ましい

6月2日
平成２３年度三日月橋生涯学習セ
ンター等夜間施設管理業務委託
単価契約

（社）牛久市シルバー
人材センター

1,886,976 1,886,976
高齢者の就業支援を行う（社）シルバー人
材センターに役務の提供を受けるため。

6月6日
平成２３年度ひたち野うしく小プー
ル棟トレーニング器具購入

㈱スリーウィン 1,905,750 1,905,750
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。



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6日
平成２３年度清掃工場トラックス
ケール修繕

鎌長製衡㈱東京支店 525,000 525,000
震災後計量機の不具合が頻繁に発生、
早急に修繕を行わないと廃棄物の処理管
理に支障をきたすため。

6月9日
平成２３年度小中学校パソコン教
室用教材コンテンツ購入

山野井商事㈱ 3,811,500 3,696,000

当該業者はＨ１９及びＨ２１年度に整備し
た小中学校パソコン教室で使用する教育
教材システムを納入した業績をもち、今回
その基本システムに追加する教材コンテ
ンツを購入するため、システム構築した業
者のみ対応できる。また、障害発生時の
原因究明も下記業者が対応することで、
円滑に進められるため、随意契約を締結
するものである。

6月10日
平成２４年度女化・栄町運動広場
及びひたち野うしく小学校芝生管
理業務委託

（特）ＵＦＡスポーツク
ラブ

9,437,650 9,437,400

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。

6月13日
平成２３年度ひたち野うしく小学校
プール施設管理業務委託

(特)日本スポーツ振
興協会牛久支店

35,332,500 35,332,500
牛久運動公園プール管理業務実績があ
り、市内で唯一当該業務を遂行できるＮＰ
Ｏ法人と協働で進めていくため。

6月13日
平成２３年度牛久市地理情報シス
テム更新業務

㈱アイコンサルタント
茨城営業所

15,132,600 15,130,500

当該業者は、当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14日
平成２３年度牛久市体育施設グラ
ンド管理業務委託

(特)アスク 4,508,700 4,508,700
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

6月23日
平成２３年度プール上屋ドーム保
守点検業務委託

㈱横河システム建築 756,000 735,000
牛久運動公園内プール上屋可動式ドーム
の制御装置は、当該業者の独自システム
であるため。

6月23日
平成２３年度国民健康保険システ
ム改修業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

1,522,500 1,417,500
システム構築業者のみが改修できるた
め。

7月12日
平成２３年度みどりのカーテン資
材購入

竜ケ崎市農業協同組
合

1,135,848 1,135,848
本資材の数量を揃えられる事業者が他に
ないため。

7月21日
平成２３年度敬老の日大会記念品
購入　単価契約

㈱中村屋 3,862,404 3,862,404

記念品として選定された食料品（祝敬老
菓子詰合せ）は、市内業者の中で生産・
配送体制から購入可能な業者は当該業
者に限られるため。

7月29日
平成２３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

6,546,960 6,546,960

当該業者は、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。また、教室参加
者や保護者からの信頼度も高いため。

8月3日
平成２３年度分庁舎・第3分庁舎屋
根遮熱塗装工事

㈲牛久建装 3,360,000 3,360,000

平成23年7月15日に指名競争入札によっ
て契約を締結したが、契約業者より契約
の解除願いが提出されたこと、次点2業者
のうち1業者が辞退届を提出したことによ
り、残りの次点1業者と随意契約を行うも
のである。

8月3日 平成２３年度高所作業車購入
㈲手賀自動車整備工
場

1,250,000 1,250,000
店頭で販売されている中古車であり、競
争入札に付すことが適さないため。



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4日
平成２３年度岡田小、神谷小、中
根小、ひたち野うしく小学校教師用
指導書・教科書購入

㈱須沢 2,045,127 2,045,127

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
㈱の指定代理店をとお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4日 平成２３年度エコバック購入 太陽工業㈱業務部 1,533,000 1,533,000
当市で資源物回収に使用しているエコ
バックは、特許を有し、当市にも浸透して
いる為、同様のものを購入する。

8月4日
平成２３年度牛久小、奥野小、二
小、向台小学校教師用指導書・教
科書購入

㈱菅井書店 1,491,164 1,491,163

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
㈱の指定代理店をとお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4日
平成２３年度食品放射能測定シス
テム購入

㈱ノルメカエイシア 4,394,250 4,394,250

今回導入を計画している機器の仕様に対
応する製品を取り扱っている業者で、入
札参加資格を有する業者が1社のみであ
るため。

8月4日
平成２３年度庁内ＬＡＮシステム再
構築業務委託

㈱日立情報システム
ズ茨城営業所流通営
業本部

34,487,250 34,440,000
基幹システムのセットアップ及びセキュリ
ティ関連システムの設定・登録が構築業
者のみが構築できるため。

8月11日 平成２３年度コンテナバック購入
東鉱商事㈱日立営業
部

1,102,500 1,102,500
指定品を迅速かつ大量に提供できるの
は、当該業者しかないため。

8月25日
平成２３年度菜種の搾油委託
単価契約

米澤製油㈱ 562,800 562,800

無添加の菜種油で、化学合成された食品
添加物を一切使用せず温水を使用した製
法により安全性の高い製品を供給できる
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

8月29日
平成２３年度奥原調整池緊急草刈
り業務委託

エコ・クリーンサービ
ス㈱

1,092,000 1,092,000
交通及び雨水排水路の支障になっている
雑草の除去を行う。

9月8日
平成２３年度農家台帳システム改
修業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

4,200,000 4,200,000
システム構築業者のみが改修できるた
め。

9月8日
２３市単準河第1号結束川護岸補
修工事

菊水サトー建設㈱ 6,900,000 6,900,000
河川護岸崩壊により被害拡大を抑える
為、緊急に護岸補修工事を実施する。

9月15日
平成２３年度牛久市地図情報シス
テム移行業務

㈱アイコンサルタント
茨城営業所

5,824,350 5,817,000
システム構築業者のみが改修できるた
め。

9月15日
平成２３年度牛久駅・ひたち野うし
く駅エスカレーター・エレベーター
修繕工事

㈱日立ビルシステム
東関東支社

8,520,750 8,400,000

当該業者は、修繕対象の昇降機の設計
施工業者と同系列の保守点検メーカーで
あり、今回の対象工事を熟知し、専門的
技術を有していることから、他社では取扱
いができないと判断されるため。

9月27日
平成２３年度ポンプ場汚泥処理業
務委託　単価契約

㈱日昇つくば 614,250 614,250
周辺市町村において、現在当該業者のみ
が円滑に下水道汚泥の受入が可能であ
るため。

9月29日
平成２３年度新公会計システム改
修業務委託

エスティコンサルティ
ング㈱

2,041,502 2,041,502

当該システム導入時に、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。



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29日
平成２３年度新公会計システム改
修に伴う機器等購入

エスティコンサルティ
ング㈱

3,441,900 3,441,900

当該システム導入時に、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。

9月29日
平成23年度除染作業用コンテナ
バック購入

東鉱商事㈱日立営業
部

1,811,250 1,811,250
市内幼稚園・保育所・小中学校の校庭等
の除染作業に使うコンテナバックを緊急に
購入する。

9月29日
平成２３年度災害廃棄物運搬業務
単価契約

中電興産㈱ 612,045 612,045
運搬業者は、受け入れ先のエコフロンティ
ア笠間の登録許可業者が必須条件のた
め

9月29日
平成23年度公有財産システム移
行業務委託

㈱きもと筑波営業所 825,300 819,000
公有財産システム構築業者のみが作業
可能

10月5日
平成２３年度環境マネジメントシス
テム定期審査業務委託

（財）日本品質保証機
構

620,550 620,550

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、他審査機関と契約
することができない。（他審査機関と契約
するためには、改めて登録審査を受ける
必要があるため）

10月6日
平成２３年度企業情報収集及びア
ンケート調査業務委託

㈱帝国データバンク
土浦支店

1,664,947 1,664,947
本業務は極めて特殊な知識、技能等が要
求されるものであって、履行可能な者が
特定されるため。

10月24日
平成２３年度灰固化施設点検整備
業務委託

中電興産㈱ 8,305,500 8,305,500
清掃工場灰固化施設は、当該業者の設
計施工の施設であるため、当該業者以外
では点検整備を実施することができない。



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

10月27日
平成２３年度清掃工場消耗部品購
入

三菱重工環境・化学
エンジニアリング㈱Ｏ＆
Ｍ事業本部

3,444,000 3,444,000

清掃工場は三菱重工㈱の設計施工の施
設であるため、主要設備が製作品であ
り、部品においても当該業者に製品を依
頼購入しなければ調達することができな
い。

11月17日
平成２３年度住民基本台帳法改正
対応業務委託

㈱日立システムズ茨
城支店

36,225,000 36,225,000 基幹システム構築業者のみが構築できる

11月28日
平成２３年度牛久市エスカード生
涯学習センター改修工事監理業務
委託

㈱環境デザイン研究
所

6,436,500 6,436,500

エスカード改修工事の監理内容について
は、音響、特殊な遮音・防振性能の確保、
高度な技術が必要であり、当該業者は、
この工事の設計内容を熟知している。設
計委託業者でなければ、適正な監理がで
きない。

12月1日
平成２３年度放射線測定装置（第2
回）購入

㈱ノルメカエイシア 950,250 949,200
今回、早急に調達が必要な放射線測定
装置を当該業者でしか用意購入できない
ため

12月1日
平成２３年度食品放射線測定シス
テム（第2回）購入

山野井商事㈱ 3,558,450 3,517,500
今回、早急に調達が必要な食品放射線
測定装置を当該業者でしか用意購入でき
ないため

12月15日
平成２３年度清掃工場点検整備委
託

三菱重工環境・化学
エンジニアリング㈱O&M
事業本部

101,850,000 101,850,000

清掃工場は三菱重工㈱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。

12月21日
平成２３年度子ども手当制度改正
対応システム改修業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

5,034,750 5,034,750
当該システムの開発業者以外取扱いが
できないため。

12月22日
平成２３年度除染用フレコンバック
等購入

㈱塚越産業 2,352,000 2,352,000
市内公園等の除染作業に使うフレコン
バックと土嚢を緊急に購入するため。



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

1月6日
平成２３年度環境放射線モニタ（第
3回）購入

アドバンテック東洋㈱
筑波営業所

1,399,125 1,399,125 緊急に確保する必要があるため。

1月12日
平成２３年度医療福祉費条例改正
対応システム改修業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

2,992,500 2,940,000
当該システムの開発業者以外取扱いが
できないため。

2月2日
平成２３年度障害者自立支援法改
正対応システム改修業務委託

常陽コンピューター
サービス㈱

1,890,000 1,890,000
当該システムの開発業者以外取扱いが
出来ないため

2月2日
平成２３年度ごみ計量用旧トラック
スケール更新委託

鎌長製衝㈱ 3,759,000 3,759,000

ごみ計量システムは、2台の計量機から
構成されており、そのうちの1台を他メー
カーの機器を導入することは、システム構
成上できないため。

2月6日
平成２３年度城中ポンプ城汚水ポ
ンプ補修工事

㈱鶴見製作所東京本
社

1,554,000 1,554,000
補修する汚水ポンプの製造業者であり、
当該業者以外では不可能な為。

2月6日
平成２３年度ポンプ室ポンプ交換
第1号工事

荏原実業㈱茨城営業
所

4,935,000 4,935,000
交換する汚水ポンプの製造業者であり、
当該業者以外では不可能な為。

2月9日
平成２３年度牛久市中央地区まち
づくり景観マネジメント業務委託

筑波都市整備㈱ 7,098,000 7,035,000
牛久市中央地区まちづくり景観マネジメン
ト業務プロポーザル方式選定委員会にお
いて選定された事業者と契約するため。

2月16日
平成２４年度使用道徳等副読本購
入

㈱須沢 4,789,107 4,789,050

副読本は、教科書等と同様に指定された
販売所を通して納入することとなってお
り、茨城県の指定販売所である茨城県教
科書販売㈱の指定代理店となっているの
が牛久市においては当該業者のみである
ため。

2月22日
平成２３年度社会科副読本「私た
ちの牛久」増刷

㈱ぎょうせい 1,428,000 1,428,000

平成13年度に企画制作された社会科副
読本「私たちの牛久」の増刷であり、当時
制作を担当した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 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約の理由

2月23日
平成２３年度泳ぎの苦手な小学生
のための水泳教室業務委託

(特)日本スポーツ振
興協会牛久支店

694,050 694,050

現在、ひたち野うしく小学校プール施設監
視・監視業務を年間を通して委託している
ことから、同一履行者に履行させた方が
経費の節減及び安全で円滑な履行がで
きるため。

2月23日
平成２４年度非常勤職員システム
保守業務委託

㈱ニッセイコム水戸
支店

630,000 630,000
システム開発業者以外保守できないた
め。

2月23日
平成２４年度公会計システム保守
業務委託

エスティコンサルティ
ング㈱

908,250 908,250
システム導入業者以外保守作業ができな
いため。

2月23日
平成２４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㈱

3,780,000 3,780,000

本契約事業者は、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16年度から平成23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、助言が求められること
から、本契約事業者と随意契約をしようと
するものである。

2月23日
平成２４年度指定ごみ袋配送及び
販売料金収納業務委託

（社）牛久市シルバー
人材センター

3,778,950 3,778,950
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。

2月23日
平成２４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

3,114,300 3,114,300
高齢者等の雇用安定を図るため、（社）牛
久市シルバー人材センターに当該業務を
委託する。

3月1日
平成２４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

736,858 736,858
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

3月1日
平成２４年度ブックスタートパック
購入

（特）ブックスタート 718,200 718,200

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入できるのは当
該法人だけであるため。

3月1日
平成２４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 32,387,250 32,387,250

当該業者は図書館と協働体制をとってお
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２４年度ログ管理システム保
守業務委託

キヤノン電子㈱ＬＭ
事業部

1,008,000 1,008,000
当該システムの開発業者以外取扱いが
できないため。

3月1日
平成２４年度住民基本台帳ネット
ワークシステム保守業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

5,197,500 5,197,500
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、他社では取扱いができ
ないため。

3月1日
平成２４年度生活保護システム保
守業務委託

北日本コンピューター
サービス㈱

567,000 567,000
システム納入業者以外は保守ができない
ため

3月2日
英語指導講師業務委託(平成24年
度～平成26年度)

㈱インタラック 80,136,000 80,136,000

専門的知識・技能を要する英語指導英語
指導講師による英語指導という業務の特
殊性により、平成23年12月20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。

3月8日
平成２４年度コミュニティWEBサー
バ借上げ

㈱つくばマルチメディ
ア

536,550 536,550

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、
サーバの借上げも又その開発した業者に
委託することが、迅速な対応・運営に必要
であると考えられるため。

3月8日
平成２４年度コミュニティWebサー
バ保守業務委託

㈱つくばマルチメディ
ア

567,000 567,000

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が、迅速かつ
適切な対応を可能にすると考えられるた
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２４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）

3,349,080 3,349,080

行政区の資源物回収及び運搬において
は、「みずほリサイクル協同組合」が各ス
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、運搬が出
来る。また、運搬業務と合わせて、資源物
の一部を買い取る業務であることから当
該業者以外はない。

3月8日
平成２３年度小中学校教師用指導
書・教科書、中学校英語教材購入
（ひたち野うしく小他）

㈱須沢 2,644,754 2,644,754

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
㈱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・２中学校の指
定代理店が当該業者であるため。

3月8日
平成２４年度elTAX年金特徴・国税
連携ASP審査・管理・保守業務委
託

㈱日立システムズ茨
城支店

1,953,000 1,953,000 システム構築業者のみができるため。

3月8日
平成２４年度ごみの収集及び運搬
業務委託（１） 単価契約

㈱そめや 58,023,000 58,023,000

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
実績を要する企業であり、本委託契約を
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。

3月8日
平成２４年度新資源回収及び運搬
業務委託（１）

㈱そめや 32,705,400 32,676,000
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8日
平成２４年度ごみの収集及び運搬
業務委託（２） 単価契約

㈲栄広社 49,378,350 49,378,350

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
実績を要する企業であり、本委託契約を
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。



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２４年度新資源回収及び運搬
業務委託（２）

㈲栄広社 29,619,450 29,597,400
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8日
平成２４年度ごみの収集及び運搬
業務委託（３） 単価契約

㈲ワタベ商会 19,545,750 19,545,750

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
実績を要する企業であり、本委託契約を
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。

3月8日
平成２４年度新資源回収及び運搬
業務委託（３）

㈲ワタベ商会 14,602,350 14,595,000
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8日
平成２４年度粗大ごみ収集業務委
託

㈲ワタベ商会 1,864,800 1,864,800

長年において、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8日
平成２３年度小中学校教師用指導
書・教科書、中学校英語教材購入
（牛久小他）

㈱菅井書店 3,512,620 3,512,620

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
㈱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小学校・３中学校の指
定代理店が当該業者であるため。

3月9日
平成24年度木くず類資源化処理
業務委託

㈲イーペック牛久 1,344,000 1,344,000

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
があるため運搬のコスト削減になる。

3月9日
平成24年度三日月橋生涯学習セ
ンター等施設管理業務委託

（社）牛久市シルバー
人材センター

4,587,823 4,587,823
高齢者の就業支援を行う社団法人牛久
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15日
平成２４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㈱ 2,940,000 2,940,000
山形県米沢市との事前協議により、当該
業者所有の最終処分場に搬入する数量
の許可を得て最終処分するため。

3月15日
平成２４年度市民活動災害補償制
度業務委託

㈱みぞぐち商会 4,170,350 4,170,350
当該業者以外に、本設計にそって履行で
きる業者がない。

3月15日
平成２４年度公有財産管理システ
ム保守業務委託

㈱きもと筑波営業所 588,000 577,500

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15日
平成24年度キャノン複写機保守契
約　単価契約

キヤノンシステムアン
ドサポート㈱茨城営
業部つくば営業所

12,279,750 12,279,750
複写機保守については、製造メーカー系
列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。

3月15日
平成24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㈱関
東営業本部茨城支社
公共文教営業部

6,283,200 6,283,200
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る
ため、当該業者を特定するものである。

3月15日
平成24年度ゼロックス複写機保守
契約　単価契約

富士ゼロックス茨城
㈱営業本部

880,320 880,320
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。

3月15日
平成24年度中央図書館TOOLi（図
書館パッケージ連携版）使用料

㈱図書館流通セン
ター

504,000 504,000

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
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為。



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24年度ひたち野リフレ・牛久
駅かっぱ口第2駐車場機器保守管
理業務委託

㈱カンソー牛久営業
所

1,323,000 1,323,000

平成23年度より業務委託しているが、機
械警備等の既設の設備等と密接不可分
の関係にあり、同一履行者以外の者に履
行させた場合、既設の設備の使用に支障
が生ずるため。

3月15日
平成24年度焼却灰(主灰)運搬業
務委託　単価契約

中電興産㈱ 1,827,000 1,827,000

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
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
とができる為。

3月15日
平成24年度焼却灰(飛灰)運搬業
務委託　単価契約

中電興産㈱ 6,185,550 6,185,550
牛久市清掃工場設備に合った運搬特殊
車両（アームロールコンテナ連結車）を有
する業者は、当該業者だけであるため。

3月15日
平成24年度焼却灰(飛灰)溶融処
理委託　単価契約

中央電気工業㈱ 46,893,000 46,893,000

清倉工場から発生する焼却灰(飛灰)のセ
メント固化物を鹿嶋市との協定により、当
該業者に協定に基づく数量を搬入し溶融
処理するため。

3月15日
平成24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㈱ 10,206,000 10,206,000
北茨城市との事前協議を経て当該処分
場に搬入する数量の許可を得て、当該業
者所有の処分場に許可数量を搬入する。

3月15日
平成24年度牛久運動公園体育館
整体業務委託

整体　仲野 1,029,000 1,029,000
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22日
平成２４年度牛久市総合福祉セン
ター日常清掃業務委託

（社）牛久市シルバー
人材センター

7,214,432 7,214,432
高齢者への雇用機会の提供と活動の促
進

3月22日
平成２４年度牛久市総合福祉セン
ター植栽維持管理業務委託

（社）牛久市シルバー
人材センター

819,428 819,428
高齢者に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22日
平成２４年度牛久市総合福祉セン
ター施設管理業務委託

（社）牛久市シルバー
人材センター

3,103,584 3,103,584
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促
進を図る。

3月22日
平成24年度生ごみ堆肥化業務委
託　単価契約

常陽醗酵農法牧場㈱ 4,095,000 4,095,000
刈谷地区で実施している「生ごみ堆肥化
事業」で収集した生ごみをたい肥化処理
する施設・設備を有しているため。

3月22日
平成24年度生ごみ収集及び運搬
業務委託

㈱そめや 17,766,000 17,760,960

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
収集運搬業務委託している業者に追加業
務委託を行うため。

3月29日
平成２４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

2,338,560 2,338,560
高齢者等の雇用安定を図るため、（社）牛
久市シルバー人材センターに当該業務を
委託する。

3月29日
平成２４年度学校給食ゼロエミッ
ション業務委託

（特）エコライフ 3,461,850 3,461,850

学校給食において、発生する残采及び残
飯を有機微生物の働きを活用し、堆肥化
するための知識と経験を持ち、かつ実績
がある。

3月29日
平成２４年度地域安全パトロール
業務委託

（社）牛久市シルバー
人材センター

4,736,206 4,736,206
高齢者の雇用促進と活用推進を図るた
め。

3月29日
平成24年度下校時パトロール業務
委託

（社）牛久市シルバー
人材センター

10,950,840 10,950,840
高齢者の雇用促進と活用推進を図るた
め。

3月30日
平成２４年度ひたち野うしく小学校
プール施設管理業務委託

(特)日本スポーツ振
興協会牛久支店

8,097,600 8,097,600
プール管理運営実績があり、市内で唯一
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。


