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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2日
平成２２年度廃食用油バイオ
ディーゼル燃料化事業業務
委託

(特)アサザ基金 8,804,250 8,799,000

本事業は、ふるさと雇用再生特別基金の補
助を受けて実施するバイオディーゼル燃料
製造施設運転管理及び廃食用油の回収業
務で、当該業者は、当事業に計画段階から
関わっているとともに、昨年度１年間の運転
実績があり、バイオディーゼル燃料の製造、
使用など一連の事情に精通しているため。

4月8日
平成２２年度道路清掃車定期
整備

㈲パラミノス 762,300 735,000
当該車輛は特殊車輌のため、構造の熟知、
部品供給の面から指定整備工場で整備す
る必要があるため。

4月15日
平成２２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 1,688,817
稲敷広域消防署がＮＴＴの同機器を採用し
ている為。他業者では対応できない。

4月15日
平成２２年度学校ビオトープ
から始まるまちづくり事業委
託　単価契約

(特)アサザ基金 935,550 935,550
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15日
平成２２年度牛久市奥原工業
団地隣接地谷津田再生業務
委託

(特)アサザ基金 7,751,100 7,751,100

本業務は、緊急雇用創出事業として実施さ
れるもので、その内容は井ノ岡町地内谷津
田の再生と環境保全である。牛久市を拠点
とするNPO法人アサザ基金は、市内小学校
のビオトープ事業など数多く環境再生に関
わる業務を手掛けており、本業務内容に精
通しているため。

4月19日
平成２２年度スプリング入り
ベッドマット・剪定枝資源化業
務　単価契約

(社)牛久市シルバー
人材センター

2,449,650 2,449,650
高齢者等の雇用安定を図るため、(社)シル
バー人材センターに当該業務を委託する。

平成２２年度契約平成２２年度契約平成２２年度契約平成２２年度契約



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２２年度アヤメ園管理業
務委託

(特)うしく里山の会 5,894,080 5,894,080

荒廃していたアヤメ園を農薬や除草剤等を
使用せずに再生させただけでなく、絶滅危
惧種の野草も再生させ、自然への回帰を図
ることが履行経験と知識がある。同時に水
生植物園的な価値ある自然体験フィールド
への展開へ向け、継続的な履行が必要なた
め。

4月22日
平成２２年度牛久市体育施設
グランド管理業務委託

(特)茨城県資産活用
推進協議会

10,284,750 10,237,500
当該業者は、体育施設維持管理の専門知
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。

4月22日
平成２２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

86,383 86,383
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の役務の提供を受け
るため。

4月22日
農業機械リース業務(平成２２
年度～２４年度)

竜ケ崎市農業協同組
合

4,082,400 4,082,400
市内で大型農機具のリース業務を行ってい
る業者が無いため。

4月22日
平成２２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

400,000 400,000
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

4月22日
平成２２年度牛久市例規デー
タベース更新作業業務委託

㈱ぎょうせい 2,100,000 2,100,000

例規データベースシステムについては、平
成18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
業は同社しか行うことができないため。

4月22日
平成２２年度国民投票当日シ
ステム構築業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

3,097,500 3,097,500 基幹システム開発業者のみが構築できる。

4月22日
平成２２年度ガラス残さ等処
理業務委託　単価契約

ガラスリソーシング㈱ 3,628,800 3,628,800
分別の出来ない細かい「ガラス残渣」及び
「陶磁器残渣」を資源処理出来るところが他
にないため。

5月6日
平成２２年度文化財燻蒸作業
業務委託

関東港業㈱鹿島営業
所

945,000 903,000

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」の特許を持っており、
作業量の大幅な削減につながるため。



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6日
平成２２年度庁内LAN監視保
守業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

2,176,755 2,176,755 基幹システム開発業者のみが構築できる。

5月6日
平成２２年度外部施設ネット
ワーク機器導入業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

2,026,500 1,995,000 基幹システム開発業者のみが構築できる。

5月13日
２２まち交基城第3-1号小坂
城跡遺跡探査測量業務委託

㈲三井考測 1,680,000 1,543,500

当該業者は平成20年度小坂城跡三次元測
量調査業務委託を受注した経緯もあり、現
地に精通しているため、調査の初歩段階で
ある現地確認や事前調査を行う必要がな
い。また、調査に必要な特殊な計器や機材
等を保有していることから、他業者に依頼す
るよりも大幅なコストカットが可能であり、約
1/3の経費で調査を実施することができるた
め。

5月13日
平成２２年度牛久駅西口昇降
機保守点検整備業務委託

㈱日立ビルシステム
東関東支社

1,732,500 1,669,500

牛久駅東口等市内各施設の昇降機設備保
守契約を既に執行しており、今回牛久駅西
口の工事終了により追加保守をするにあ
たって、既に落札している業者と他施設の一
体的な保守をする目的から随意契約するも
のである。

5月13日
平成２２年度東下根特定土地
区画整理事業地内町界町名
地番整理業務

㈱日野 8,691,500 8,691,480

この業務については当該業者と平成20年度
から契約しており、区画整理事業の遅延に
伴い、今回先送りされた業務について契約
するため。

5月26日
平成２２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27日
平成２２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 735,000 735,000
牛久運動公園内プール上屋可動式ドーム委
託の制御装置は、㈱横河建築システムの独
自システムであるため。

6月2日
平成２２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

14,047,215 14,038,500
当該業者は本業務委託に係る各システムを
開発した業者であり、更新作業等について
も他社で実施することは不可能であるため。



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

6月3日
平成２２年度小中学校パソコ
ン教室用教育教材コンテンツ
購入

山野井商事㈱ 3,698,100 3,696,000

当該業者は、平成19年度及び平成21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（ハード・ソフト）を納入
した実績を持ち、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
ステムを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当該業者が対
応することにより円滑に進められるため。

6月9日
平成２２年度女化運動広場芝
管理業務委託

（特）ＵＦＡスポーツク
ラブ

3,866,100 3,864,000

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15日
平成２２年度ひたち野うしく小
学校教育施設開放管理業務
委託　単価契約

（社）牛久市シルバー人材センター1,575,466 1,575,466
高齢者等の就業支援を行う（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17日
平成２２年度庁内ＬＡＮシステ
ムフロアスイッチ用ＵＰＳバッ
テリー交換

㈱日立製作所茨城支店 930,300 929,250
当該システム構築業者以外作業ができない
ため。

6月24日
参議院議員通常選挙選挙公
報折込

㈱朝日オリコミ茨城 571,455 571,455
牛久市全域を新聞折込にて配布できるのは
当該業者だけであるため。

6月29日
平成22年度牛久市まちづくり
デザイン業務委託

有岡建築都市設計 2,163,000 2,163,000

平成17年度に当該業者にて実施した牛久市
アーバンデザイン策定業務及び平成20年度
に実施した牛久市グランドデザイン策定業
務との関連性から当該業者に委託すること
が適正である。

7月1日
平成２２年度スポーツ教室事
業業務委託

（特）日本スポーツ振
興協会

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。



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1日
平成２２年度新型インフルエ
ンザ対策用ガウンセットの購
入

㈱ノルメカエイシア 1,728,720 1,727,250

今回購入するガウンセットは、当該業者が
特許申請中のオリジナル商品であり、他か
ら購入できない。このガウンセットは、アメリ
カの「医療従事者用防護衣料に関するガイ
ドライン」の血液バリア性ウイルスバリア性
試験に合格した商品で、他のガウンに比
べ、密閉性に優れており、さらに容易に着脱
可能で、脱衣時の感染を最小限にできるも
のである。

7月1日
平成２２年度新型インフルエ
ンザ対策用マスク購入

新光精工㈱ 1,701,000 1,701,000

購入予定の製品は、新型インフルエンザウ
イルス（Ｈ５Ｎ１）に対して１００％の不活性化
が確認されており、他の高性能マスクと価格
と効果を比較し、コストパフォーマンスに優
れていることが認められる。製造元である㈱
エースインターナショナルジャパンから、関
東全域の販売の取り扱いをしているのが、
当該業者のみである。当該業者からの購入
については、品質が保証される。

7月8日
平成２２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

749,175 749,175

現在、プール施設管理・監視業務を年間（開
催期間中）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。

7月8日
平成２２年度乳幼児医療福祉
費システム改修業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

2,415,000 2,415,000 システム構築業者のみが改修できるため。

7月8日
平成２２年度選挙投票区変更
業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

1,391,250 1,391,250 システム構築業者のみが改修できるため。

7月9日
平成２２年度敬老の日大会記
念品購入　単価契約

㈱中村屋 3,505,320 3,505,320

記念品として選定した食料品（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業者に限られる
ため。

7月21日
Ｈ２２年度バイオディーゼル燃
料車両購入

㈲手賀自動車整備工
場

1,480,000 1,480,000

燃料としてＢＤＦを使用するにあたり、エンジ
ン型式が限定され、中古車の購入となるこ
と。また、ＢＤＦ車両特有の整備等が必須で
あり、専門知識、技術が必要なため。



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

7月29日
Ｈ２２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㈱ 24,787,350 24,465,000
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審査委員会に
おいて選定させた事業者と契約するため。

8月5日
平成２２年度生活保護医療扶
助レセプト化対応業務委託

北日本コンピューター
サービス㈱

787,500 787,500
当該システム開発者のみ改修が可能である
ため。

8月5日
平成２２年度生活保護データ
システム対応業務委託

北日本コンピューター
サービス㈱

945,000 945,000
当該システム開発者のみ改修が可能である
ため。

8月6日
平成２２年度軽トラック及び軽
ワンボックス車購入

㈲手賀自動車整備工
場

1,020,000 1,020,000
店頭で販売されている程度や装備が良好な
中古車であり、競争に付すことが適さないた
め。

8月19日
平成２２年度図書館情報シス
テム再リース

㈱ニューライフ 593,250 593,250

当システムが、牛久市仕様に当該業者が修
正を加えており、さらに、経費が通常リース
契約の10分の1以下となる再リース契約が
可能であるため。

8月19日
平成２２年度図書館システム
保守（再リース分）

㈱ニューライフ 645,750 645,750

現図書館システムが、牛久市仕様にコン
バージョンを掛けているため、納入業者であ
る当該業者でなければメンテナンス・バー
ジョンアップに対応できないため。

8月25日
平成２２年度菜種の搾油委託
単価契約

米澤製油㈱ 1,477,350 1,477,350

無添加の菜種油で、化学的合成された食品
添加物を一切使用せず温水を使用した製法
（特許）により安全性と学校給食に合った製
品を提供できるため。

8月26日
平成２２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㈱

3,465,000 3,465,000

公会計財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26日
平成２２年度不動産鑑定及び
時点修正業務委託（平成24
年度評価替え用）Ａ工区

㈱山本不動産鑑定事
務所

7,507,500 7,507,500

市内に事務所を開設しているため、当市の
地価事情に精通し、前回の委託業者でもあ
るため、過去の経緯を踏まえた継続的な評
価が可能である。また、茨城県不動産鑑定
士協会の提示する標準価格の2分の1以下
で契約が可能であるため。



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

8月26日
平成２２年度不動産鑑定及び
時点修正業務委託（平成24
年度評価替え用）Ｂ工区

中央総合鑑定所 7,507,500 7,507,500

市内に事務所を開設しているため、当市の
地価事情に精通し、前回の委託業者でもあ
るため、過去の経緯を踏まえた継続的な評
価が可能である。また、茨城県不動産鑑定
士協会の提示する標準価格の2分の1以下
で契約が可能であるため。

8月26日
平成２２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

7,780,500 7,780,500

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制作を依頼購入し
なければ、調達することができないため。

9月16日
平成２２年度平和の集い講師
派遣業務委託

ブレーンバンク㈱ 632,350 632,349
事業実施日に指定講師を派遣できる業者で
あるため。

9月29日
平成２２年度住民税国税連携
対応システム改修業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

8,389,500 8,389,500 システム構築業者のみが改修できるため。

9月30日
平成２２年度戸籍システム再
構築業務委託

㈱日立情報システム
ズ茨城事務所流通営
業本部

15,072,750 15,072,750

現在使用しているシステムの再構築にあた
り、データ移行等について期間及びコスト面
で当該システム開発業者に委託することが
有利であるため。

9月30日
平成２２年度戸籍システム保
守業務委託  （～平成27年
度）

㈱日立情報システム
ズ茨城事務所流通営
業本部

26,623,800 26,623,800
当該システム開発業者に委託することが有
利であるため。

9月30日
平成２２年度住民税国税連携
ASP導入業務委託

㈱日立情報システム
ズ茨城事務所流通営
業本部

2,047,500 2,047,500 e-LTAX構築業者のみが構築できる。

10月1日
平成２２年度ひたち野うしく小
学校プール太陽光発電設備
工事

木村電設工業㈱ 54,600,000 54,600,000

平成２２年９月１７日に指名競争入札を行っ
たが、落札業者より契約辞退届出書の提出
があり契約を締結できないため、落札業者
に次いで入札金額が低かった業者と随意契
約を締結するものである。

10月14日
平成２２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

14,458,500 13,650,000

昇降機を保守点検しているメーカーであり、
今回の対象工事内容を熟知し、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。



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18日
平成２２年度環境マネジメント
システム更新審査業務委託

（財）日本品質保証機
構

1,190,700 1,190,700

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。（他審査機関と契約す
るには、あらためて登録審査を受審する必
要があるため）

10月21日
平成２２年度灰固化施設点検
整備業務委託

中電興産㈱ 6,380,850 6,380,850
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、同社以外では点検
整備を実施することができない。

10月28日
平成２２年度緊急通報装置保
守点検

東日本電信電話㈱茨
城支店

1,986,075 1,986,075
稲敷広域消防署がＮＴＴの同機械を採用し
ており、他業者では対応できないため。

11月12日
平成２２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

98,584,500 98,490,000

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、点検整備を実
施することができないため。

11月18日
平成２２年度職員永年表彰記
念品購入

牛久市商工会 750,000 750,000

牛久市商工会が発行するハートフルクーポ
ン券を記念品として購入するものであり、当
該クーポン券は当該業者以外は取り扱って
いないため。

11月22日
Ｈ２２年度バイオディーゼル燃
料車両（２号車、３号車）の購
入

(有)手賀自動車整備
工場

2,400,000 2,400,000

燃料としてＢＤＦを使用するにあたり、エンジ
ン型式が限定され、中古車の購入となるこ
と。また、ＢＤＦ車両特有の整備等が必須で
あり、専門知識、技術が必要なため。

11月25日
平成２２年度清掃工場焼却施
設修繕工事

三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱Ｏ＆Ｍ事業本部23,214,450 23,100,000

清掃工場焼却設備は、三菱重工㈱の設計
施工の施設であり、設備機器の製作等に必
要な詳細図面は公開されておらず、同社の
保守部門の専門子会社である当該業者で
なければ、大規模な補修・改修工事を施工
することができないため

12月9日
平成２２年度向台小学校給食
調理業務委託（保育園追加
分）

㈱東京天竜 1,134,000 1,134,000

当該業者は、向台小学校の学校給食調理
業務の受託業者であり、同一敷地内に開園
する保育園の給食調理が円滑に行われる
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

12月9日
Ｈ２２年度バイオディーゼル燃
料車両（４号車、５号車）の購
入

㈲長浦自動車工業 2,940,000 2,940,000

ＢＤＦを使用するにあたり、エンジン型式が
限定され、中古車の購入となること。また、Ｂ
ＤＦ車両特有の整備に対し専門知識、技術
が必要なため。

12月9日
平成２２年度牛久市消費生活
センターパンフレット等印刷

㈱東京法規出版 2,430,750 2,393,370 当該業者が著作権を有しているため。

12月9日
平成２２年度生ごみ収集容器
及び反転機購入

茨城特殊車輌㈱ 5,848,500 5,848,500

購入容器は耐久性に優れ、4年間のメー
カー保証があり、蓋の開閉の静粛性・臭気
防止に優れており、価格についても他の容
器より安価である。また、容器内の生ごみを
排出するには排出効率を考慮し専用の反転
機を購入する。

12月16日
２２国補公下第７号新地ポン
プ場ポンプ交換工事

クボタ機工㈱東京支
店

3,885,000 3,885,000
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ため。

12月16日
平成２２年度ポンプ室ポンプ
交換・修繕工事工事

荏原実業㈱茨城営業
所

3,045,000 3,045,000
交換・修繕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ため。

12月16日
平成２２年度ポンプ室ポンプ
交換第２号工事

ラサ商事㈱ 3,150,000 3,150,000
交換する汚水ポンプの指定業者であり、当
該業者以外では不可能なため。

12月20日
平成２２年度牛久第一中学
校・下根中学校ガラス修繕

佐野建具店 602,700 602,700
体育館・武道館・部室棟のガラスが割られ防
犯上からも早急に原状回復を図る必要が
あったため。

12月20日
平成２２年度福祉のみちづく
り・まちづくりのあり方に関す
る調査

(財)都市づくりパブ
リックデザインセン
ター

5,229,000 4,956,000

本業務は、国土交通省が平成２１年度から
検討を進めている「福祉のみちづくり・まちづ
くりのあり方に関する調査業務」と連携を図
り、各地方公共団体（７都市）の協力のもと、
歩行環境と歩行特性の関連調査（ケースス
タディ調査）を実施し、それらのデータを持ち
寄り、都市交通施設のあり方やソフト施策の
あり方を検討するもので、全体の検討が円
滑に進む実施体制を組むことが重要なこと
から随意契約とするものです。

12月24日
平成２２年度庁内LANシステ
ム再賃貸借（～平成２３年度）

㈱日立製作所茨城支
店

12,648,510 12,645,360 既存システムの再賃貸借のため。



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
平成２２年度BDF用タンクロー
リー車購入

㈲手賀自動車整備工
場

2,600,000 2,600,000

BDFを使用するにあたり、エンジン型式が限
定され、中古車の購入となること。また、BDF
車両特有の整備に対し専門的知識、技術が
必要なため。

12月24日
平成２２年度生ごみ堆肥化モ
デル事業用EMぼかし購入

常陽発酵農法牧場㈱ 819,000 819,000

生ごみ堆肥化モデル事業を行う刈谷行政区
1,000世帯分を一度に提供することから、製
造に必要な大型撹拌機を有する施設を持ち
合わせている必要があるため。

1月7日
平成２２年度生ごみ堆肥化モ
デル事業における収集運搬
業務委託

㈱そめや 4,683,000 4,683,000

刈谷区にて生ごみ堆肥化モデル事業を実施
するにあたり、別途収集運搬委託業務が発
生するが、現在、同地区の一般廃棄物収集
運搬業務委託をしている当該業者に追加業
務委託を行うため。

1月13日
平成２２年度生ごみ堆肥化処
理業務委託　単価契約

常陽発酵農法牧場㈱ 787,500 787,500
刈谷地区で行う生ごみ堆肥化モデル事業で
収集した生ごみを堆肥化処理するための施
設を有しているため。

1月13日
例規データベースシステム賃
借（平成２３年度～平成２７年
度）

第一法規㈱ 3,150,000 3,150,000
当市が求める機能や仕様を満たし、かつ、
当市のハードウェアに対して確実に適合して
いるのは、当該業者のみであるため。

2月10日
平成２２年度清掃工場温風発
生器修繕工事

三菱重工環境・化学
エンジニアリング㈱Ｏ
＆Ｍ事業本部

60,900,000 60,375,000

清掃工場焼却施設は、三菱重工㈱の設計
施工の施設であり、施設機器の製作等に必
要な詳細図面は公開されておらず、同社の
専門子会社である当該業者でなければ、補
修・改修工事を施工することができないた
め。

2月10日
平成22年度国保連合会提出
用マスタ変更に伴う国民健康
保険システム改修業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

1,522,500 1,522,500
当該システム開発者のみ改修が可能である
ため。

2月17日
平成２２年度社会科副読本
「私たちの牛久」増刷

㈱ぎょうせい 1,680,000 1,680,000

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
原版を所有しているため。

2月17日
平成２３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保守できないため。
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2月17日
平成２３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、他社では取扱いが出来ない
ため。

2月17日
平成２３年度庁内LAN監視保
守業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

2,496,375 2,496,375
基幹システム開発者のみが構築できるた
め。

2月17日
平成２３年度年金特徴・住民
税国税連携ASPサービス保
守業務委託

㈱日立情報システム
ズ茨城事業所流通営
業本部

1,953,000 1,953,000 システム構築業者以外保守できないため。

2月17日
平成２３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出
来ないため。

2月24日
平成２３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24日
平成２３年度家屋評価図形計
算システム保守業務委託

ＮＴＴ－ＡＴエムタック
㈱

539,700 539,700
システム開発業者以外は取扱いができない
ため

2月24日
平成２３年度全庁財務会計シ
ステム保守業務委託

ジャパンシステム㈱ 3,540,915 3,540,915 システム構築業者以外作業が出来ないため

2月24日
平成23年度生ごみ堆肥化処
理業務委託　単価契約

常陽発酵農法牧場㈱ 3,150,000 3,150,000
刈谷地区で実施している「生ごみ堆肥化モ
デル事業」で収集した生ごみを堆肥化処理
する施設・設備を有しているため

2月24日
平成23年度生ごみ堆肥化モ
デル事業における収集運搬
業務委託

㈱そめや 23,436,000 23,399,250

刈谷地区にて生ごみ堆肥化モデル事業を実
施するにあたり、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。

2月24日
平成23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

2月24日
平成23年度牛久運動公園体
育館整体業務委託

整体仲野 1,039,500 1,039,500
当該業務の当市における有資格者が当該
業者であるため

2月24日
平成23年度ひたち野うしく小
学校教育施設開放管理業務
委託　単価契約

（社）牛久市シルバー
人材センター

2,413,719 2,413,719
高齢者の就業支援を行う社団法人シルバー
人材センターに役務の提供を受けるため。
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2月24日
平成23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

8,204,580 8,204,580 高齢者への雇用機会の提供と活動の促進

2月24日
平成23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

3,109,056 3,109,056
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促進
を図る

2月24日
平成23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

845,359 845,359
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促進
を図る

2月24日
平成23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

3,079,650 3,079,650
高齢者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3日
平成２３年度ブックスタート
パック購入

（特）ブックスタート 851,760 851,760

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法人
だけである。

3月3日
平成２３年度木くず類資源化
処理業務委託  単価契約

㈲イーペック牛久 1,050,000 1,050,000

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。

3月3日
平成２３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3日
平成２３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3日
平成２３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

清掃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3日
平成２３年度焼却灰（飛灰）運
搬業務委託  単価契約

中電興業㈱ 6,185,550 6,185,550
牛久市清掃工場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。



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3日
平成２３年度焼却灰（主灰）運
搬業務委託  単価契約

中電興業㈱ 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をするjことができ
るため。

3月3日
平成２３年度～25年度清掃工
場運転管理業務委託

重環オペレーション
㈱

732,280,500 731,850,000

清掃工場は三菱重工㈱の独自設計施設で
あり、運転条件、公害防止基準等を達成す
るには、同社ブランド運転部門の専門子会
社である当該業者でなければ、運転管理業
務を遂行することができない。

3月3日
平成２３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

2,326,296 2,326,296
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3日
平成２３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

3,800,116 3,799,950
高齢者等の雇用安定を図るシルバー人材セ
ンターに委託するため。

3月3日
平成２３年度図書館システム
保守

㈱ニューライフ 645,750 645,750

現図書館システムが牛久市仕様にコンバー
ジョンをかけているため、納入業者である当
該業者でなければメンテナンス・バージョン
アップに対応できない。

3月10日
平成２３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
の借上げも当該業者に委託することが迅速
な対応・運営できるため。

3月10日
平成２３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
応を可能とするため。

3月10日
平成２３年ゼロックス複写機
保守契約　単価契約

富士ゼロックス茨城
㈱営業本部

824,250 824,250
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10日
平成２３年キャノン複写機保
守契約　単価契約

キャノンシステムアン
ドサポート㈱茨城営
業部つくば営業所

11,754,750 11,754,750
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。



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２３年リコー複写機、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

6,432,300 6,432,300
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10日
平成２３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㈱

4,725,000 4,725,000
当該業者は、牛久市で採用しているコン
ピュータシステムと同じシステムの運用経験
豊かなITコーディネータを雇用している。

3月10日
平成２３年度ごみの収集及び
運搬業務委託（１）  単価契約

㈱そめや 55,494,285 55,494,285

ごみ収集所の位置・収集経路・収集所周辺
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10日
平成２３年度新資源回収及び
運搬業務委託（１）

㈱そめや 32,644,500 32,596,200
当該事業者は、市指定デザイン車両を有
し、収集実績があるため。

3月10日
平成２３年度ごみの収集及び
運搬業務委託（２）  単価契約

㈲栄広社 48,695,850 48,695,850

ごみ収集所の位置・収集経路・収集所周辺
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10日
平成２３年度新資源回収及び
運搬業務委託（２）

㈲栄広社 29,578,500 29,534,400
当該事業者は、市指定デザイン車両を有
し、収集実績があるため。

3月10日
平成２３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 18,779,565 18,779,565

ごみ収集所の位置・収集経路・収集所周辺
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10日
平成２３年度粗大ごみ収集業
務委託

㈲ワタベ商会 1,864,800 1,864,800

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
得ていることから、当該業者でなければ本業
務を履行できないため。

3月10日
平成２３年度新資源回収及び
運搬業務委託（３）

㈲ワタベ商会 14,595,000 14,578,200
当該事業者は、市指定デザイン車両を有
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17日
平成２３年度エスカード生涯
学習センター施設管理業務委
託

牛久都市開発㈱ 998,550 998,550

当該事業者は、昭和61年4月に牛久市の出
資により設立した会社であり、主にエスカー
ドビル内の管理運営事務に従事しており、
施設内の設備機構に精通し、使用者からの
信頼も高いため。

3月17日
平成２３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 577,500 577,500

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、システムに精通
した業者でなければ、運用に支障をきたす
恐れがあるため。

3月17日
平成２３年度中央図書館
TOOLi（図書館パッケージ連
携版・オプション機能）使用料

㈱図書館流通セン
ター

556,500 556,500
既存の図書資料は、当該業者のマークを使
用しており、そのデータベースを納品できる
のは当該業者のみである。

3月17日
平成２３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、運搬ができる。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
外ない。

3月17日
平成２３年度使用道徳等副読
本購入

㈱須沢 4,918,200 4,918,200

副読本は、教科書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。

3月17日
平成２２年度岡田小、神谷
小、中根小、ひたち野うしく小
学校教師用指導書購入

㈱須沢 3,231,690 3,231,690

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小学校の指定代理店が当該業者
であるため。

3月17日
平成２３年度広報配達業務委
託

（社）牛久市シルバー
人材センター

591,078 591,078 シルバー人材センター活用のため。

3月17日
平成２３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。

3月17日
平成２３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

11,001,000 11,001,000 高齢者の雇用促進と活用促進を図るため。
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3月17日
平成２３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

4,749,167 4,749,167 高齢者の雇用促進と活用促進を図るため。

3月17日
平成２２年度牛久小、奥野
小、二小、向台小学校教師用
指導書購入

㈱菅井書店 2,605,785 2,605,785

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小学校の指定代理店が当該業者
であるため。

3月24日
平成２３年度廃食用油バイオ
ディーゼル燃料化事業業務
委託

（特）アサザ基金 12,395,250 12,395,250

当該事業者は、当該事業に計画段階から関
わっているとともに、21年度から2年間の運
転実績があり、バイオディーゼル燃料の製
造、使用など一連の事情に精通しているた
め。

3月24日
平成２３年度公会計システム
保守業務委託

㈱パブリック・マネジ
メント・コンサルティン
グ

593,250 593,250
システム導入業者以保守作業が出来ないた
め。

3月24日
平成２２年度東下根地区土地
区画整理事業地番データ設
定業務委託（～平成23年度）

㈱日立製作所茨城支
店

7,350,000 7,350,000 システム構築業者のみができる。

3月28日
平成22年度中央生涯学習セ
ンター災害復旧工事設計業
務委託

㈱青山建築設計事務
所

567,000 567,000
緊急に施工しなければならない工事に伴う
設計であり、競争に付する時間的余裕がな
いため。

3月29日
平成２３年度向台小学校給食
調理業務委託（保育園追加
分）

㈱東京天竜 4,326,000 4,326,000

当該事業者は、向台小学校の学校給食調
理業務の受託業者であり、同一敷地内で運
営する保育園の給食調理が円滑に行われ
るため。

3月29日
平成２２年度電算OCR帳票印
刷ブッキング業務委託仕様変
更

光ビジネスフォーム
㈱野田営業所

1,507,800 1,505,175

契約済みの印刷一括発注契約での仕様変
更であるため、随意契約を締結することが
価格・納期で有利であり、競争入札に付する
ことが不利と認められるため。

3月29日
平成２３・２４年度牛久市体育
施設管理業務委託

（特）日本スポーツ振
興協会牛久支店

120,340,500 120,340,500
体育施設の管理業務の実績があり、市内で
唯一当該業務を遂行できるNPO法人と協働
で進めていくため。

3月31日
平成２３年度学校給食ゼロエ
ミッション業務委託

（特）エコライフ 3,546,900 3,546,900

学校給食において発生する残采及び残飯を
有効微生物群の働きを活用し、堆肥化する
ための知識と経験を持ち、かつ実績がある
ため。


