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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
平成２１年度道路清掃車定期
整備

㈲パラミノス 1,084,650 1,071,000
当該車輌は特殊車輌であり、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10日
平成２１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

3,150,000 3,150,000
ＫＡＩＺＥＮ活動の前身であるＴＱＭ活動の講
師として実績があり、当市の財政事情に精
通しているため。

4月16日
平成２１年度アヤメ園管理業
務委託

(特)うしく里山の会 5,777,877 5,777,877

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
ることができた履行上の経験と知識が必要
であり、かつ単なるアヤメ園ではなく水生植
物園的な価値のある自然体験フィールドへ
の今後の展開に継続的な履行が併せて必
要なため。

4月16日
平成２１年度介護保険制度改
正対応システム改修業務委
託

㈱日立製作所茨城支
店

6,693,238 6,667,500
システム開発業者以外改修ができないた
め。

4月16日
平成２１年度庁内ＬＡＮサーバ
用ＵＰＳバッテリー交換

㈱日立製作所茨城支
店

1,102,122 1,101,240
システム構築業者以外作業ができないた
め。

4月16日
平成２１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㈱ 2,634,450 2,634,450
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。

4月20日
平成２１年度学校ビオトープ
から始まるまちづくり事業委
託

(特)アサザ基金 863,956 863,956
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競争に適さないた
め。

4月21日
平成２１年度住民税年金特別
徴収対応収納システム改修
業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

18,775,680 18,742,500
システム開発業者以外改修ができないた
め。

平成２１年度契約平成２１年度契約平成２１年度契約平成２１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23日
平成２１年度森づくり事業業
務委託

(特)アサザ基金 2,997,500 2,997,500

当該業者は、現地の植生・生物調査におい
て精通している。また、本事業は「ふるさと牛
久応援寄附条例」に基づく寄附金により、植
樹イベントを含めた植樹を行うもので、当該
業者と連携しての事業推進は寄附者の意向
であるため。

4月23日
平成２１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

1,951,425 1,951,425
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27日
平成２１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

96,768 86,399
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27日
平成２１年度基幹システム追
加保守等業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

11,530,095 11,530,095 当該システム開発業者のみが改修できる。

4月27日
平成２１年度軽自動車継続検
査票様式変更業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

787,500 787,500 当該システム開発業者のみが改修できる。

4月30日
平成２１年度燻蒸作業業務委
託

関東港業㈱鹿島営業
所

945,000 882,000

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。

5月14日
平成２１年度新型インフルエ
ンザ対策用ガウンセット購入

㈱ノルメカエイシア 1,728,720 1,728,720
特許申請中のオリジナル商品で、当該業者
以外では購入できないため。

5月21日
平成２１年度中学校パソコン
教室用教材コンテンツ購入

山野井商事㈱ 1,396,500 1,390,200

当該業者は、平成１９年度に整備したパソコ
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、今回はその基本システ
ムに追加する教材コンテンツの購入である
ため、システムを構築した業者のみが対応
可能である。また、障害発生時の対応も円
滑に進められるため。

5月21日
平成２１年度岡田小ピアノ購
入

㈱ヤマハミュージック
関東つくば店

1,050,000 1,050,000
指定の仕様の中古品ピアノを調達できるの
はこの業者のみのため。



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

5月21日
平成２１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28日
平成２１年度牛久体育施設グ
ランド管理委託業務

(特)茨城県資産活用
推進協議会

15,435,000 15,435,000

当該業者は、市内唯一芝生管理及び体育
施設維持管理の専門知識を有する資格（体
育施設管理士）を持ち、地元と一体となって
管理できるため。

5月28日
平成２１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。

6月4日
平成２１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17,,945,550 17,850,000
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。

6月5日
平成２１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 766,500 735,000
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11日
平成２１年度牛久市中央地区
歴史的環境整備街路事業調
査

筑波都市整備㈱ 15,141,000 15,120,000

本業務の実施にあたり、当該業者は、昨年
度まで本業務に関する調査を進めており、
当市の状況に精通していることから、今年度
も継続して当該業者に履行させる必要があ
るため。

6月25日
平成２１年度妊産婦医療福祉
費システム改修業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

3,297,000 3,297,000
システム開発業者以外改修ができないた
め。

7月2日
平成２１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

750,750 749,700

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。



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6日
平成２１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 6,227,550 6,227,550

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。

7月9日
平成２１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

5,402,250 5,402,250

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。

7月15日
平成２１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 5,348,000 5,348,000

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
務であり、当該業者は、本事業に計画段階
から関わっており、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。

7月16日
平成２１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㈱ 3,538,500 3,538,500

公会計財務書類作成に向けてシステム導入
時に、実際の作業を当該開発業者と行なっ
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。

7月16日
平成２１年度敬老の日大会記
念品購入  単価契約

㈱中村屋 3,394,650 3,394,650
記念品として選定した月餅（食料品）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。

7月28日
衆議院議員総選挙ポスター
掲示場設置撤去

㈱コーエー 2,047,500 2,031,960
ポスター掲示場設置予定日まで日数がな
く、競争入札に付す時間的余裕がないた
め。

7月28日
平成２１年度投票用紙自動交
付機購入

㈱東和 1,155,000 1,155,000
当該業者は、当該機器メーカーの県内唯一
の代理店であり、他社から購入することがで
きず、競争に適さないため。

7月28日
平成２１年度期日前投票所賃
借

三協フロンテア㈱柏
営業所

943,950 943,950
投票所設置予定日まで日数がなく、競争入
札に付す時間的余裕がないため。



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
平成２１年度生活保護システ
ム再構築業務委託

北日本コンピューター
サービス㈱

5,532,996 5,532,996

現在使用しているシステムの再構築にあた
り、データの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。

8月14日
衆議院議員総選挙等選挙公
報折込

㈱朝日オリコミ茨城 644,701 644,701
選挙公報の配布日程等が決定してから配布
すべき時期までに時間的余裕が無いため。

8月20日
平成２１年度灰固化施設点検
整備委託

中電興産㈱ 7,035,000 7,035,000

清掃工場灰固化施設は、当該業者の独自
設計施工の施設であるため、同社以外の業
者では点検整備を実施することができない
ため。

8月24日
平成２１年度投票記載台等購
入

㈱タナカ 840,000 840,000 投票日まで時間的余裕がないため。

8月27日
平成２１年度ポンプ場ポンプ
室ポンプ交換・修繕工事

荏原実業㈱茨城営業
所

7,087,500 6,930,000
交換・修繕する下水道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。

8月27日
平成２１年度菜種の搾油委託
単価契約

米沢製油㈱ 1,843,170 1,843,170

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（無添加の菜
種油）を提供できるため。

9月3日
平成２１年度岡見第一ポンプ
場電気設備点検業務委託

シンフォニアエンジニ
アリング㈱千葉営業
所

5,278,770 5,250,000
当該設備の設計及び配電盤等を製作した
業者であり、他の業者では点検業務が不可
能なため。

9月10日
平成２１年度空間除菌剤クレ
ベリンＧの購入

㈱ノルメカエイシア 1,767,150 1,767,150
学校等各施設に緊急に設置する必要があ
り、必要個数を納品できるため。

9月10日
平成２１年度ベッド用マット処
理業務委託  単価契約

㈱カツタ 1,903,125 1,903,125
処理困難物の「ベッド用マット」の選別資源
化処理できるところが他にないため。

9月24日
平成２１年度小川芋銭展牛久
シャトー会場夜間警備業務委
託

国際警備保障㈱ 682,500 682,500
当該業者は、他業者と比し、著しく有利な価
格で契約することができるため。

9月25日
平成２１年度介護保険システ
ム改修業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

724,320 714,000 システム開発業者以外改修できないため。



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25日
平成２１年度国保給付高額介
護合算法改正に係るシステム
改修業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

5,567,698 5,565,000 システム開発業者以外改修できないため。

9月25日
平成２１年度国民投票に係る
投票人名簿の調製等のシス
テム構築備業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

7,455,000 7,455,000
基幹システム開発業者のみが構築できるた
め。

10月1日
平成２１年度牛久クリーンセ
ンターガス空調機修理

東京瓦斯㈱常総支社 1,339,548 1,339,548
当該業者の製品・施工のため、他業者では
修理が出来ないため。

10月8日
平成２１年度牛久市近代農業
促進協議会農地活用部会耕
起作業委託

牛久市近代農業促進
協議会

1,105,000 1,105,000

業務内容が農業機械を使う特殊な内容で、
本来農業者が行う作業であり、専門性が高
く、農業者団体に委託した場合にコスト面で
有利であるため。

10月13日
平成２１年度焼却設備大規模
改修工事

三菱重工環境エンジ
ニアリング㈱営業推
進本部関東営業部

129,150,000 129,150,000

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。

10月15日
平成２１年度農業機械リース
業務

竜ケ崎市農業協同組
合

1,360,800 1,360,800
市内で大型農機具のリース業務を行ってい
る業者がないため。

10月21日
平成２１年度小川芋銭展展示
ケース設置業務

㈱タイム 708,750 708,750

当該業者は、平成１９年度芋銭展開催時の
展示ケース作製及び購入業者であり、展示
ケースの組立・設置等に関して、履行期間
の短縮・経費の節減に加え、設置業務の安
全、円滑な履行等有利であると認められる
ため。

10月21日
平成２１年度小川芋銭展用展
示ケース購入

㈱タイム 945,000 945,000

当該業者は、平成１９年度芋銭展開催時の
展示ケース作製及び購入業者であり、実績
もありかつ他業者と参考見積もりを比較した
ところ、著しく有利な価格で契約できるため。



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

10月23日
平成２１年度第２回牛久市中
央地区歴史的環境整備街路
事業調査

筑波都市整備㈱ 7,234,500 7,234,500

本業務の実施にあたり、当該業者は昨年度
及び今年度本業務に関する調査を継続して
履行しており、今契約については前契約箇
所との一体的な設計が必要であり、また当
市の状況に精通しているところから、当該業
者に履行させる必要があるため。

10月29日
平成２１年度メールマガジン
配信システム改修業務委託

㈱スプリング 525,000 525,000 システム開発業者のみが改修できるため。

10月29日
平成２１年度新型インフルエ
ンザ対策用手指消毒液・マス
ク・手袋の購入

宝薬品㈱ 1,226,505 1,170,960
新型インフルエンザの流行により現在不足
している当該物品について、必要数確保が
可能であるため。

11月5日
平成２１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

700,350 700,350
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ため。

11月19日
平成２１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

10,059,000 9,849,000

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。

11月20日
平成２１年度職員永年表彰記
念品購入

牛久市商工会 600,000 600,000

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26日
平成２１年度「平和の集い」開
催に伴う講師派遣業務委託

㈱ペルソン 1,268,240 1,268,240
事業実施日に指定講師を派遣できる業者で
あったため。

12月24日
平成２０年度田宮西近隣公園
地区界測量業務委託

三井共同建設コンサ
ルタント㈱茨城営業
所

4,021,500 4,021,500

田宮西近隣公園の実施設計業務をすでに
請け負っており、現地の状況を充分に熟知
していることにより、著しく有利な価格での契
約ができるため。



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

12月24日
平成２１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
原版を所持しているため。

12月24日
平成２１年度新地汚水ポンプ
場汚水ポンプ修繕工事

クボタ機工㈱東京支
店

1,732,500 1,680,000
修繕する汚水ポンプの製造業者であり、当
該業者以外では履行できないため。

1月7日
平成２１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㈱

6,090,000 6,090,000

清掃工場は、三菱重工㈱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作を依頼購入し
なければ調達することができないため。

1月7日
平成２１年度投票用紙自動交
付機購入（その２）

㈱東和 3,696,000 3,696,000
当該業者は、今回購入する機器メーカーに
ついての県内唯一の代理店であって、他社
から購入することができないため

1月14日
平成２１年度緊急通報装置購
入（ＳＬ－１０号） 単価契約

東日本電信電話㈱茨
城支店

1,104,180 1,048,971
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。

1月14日
平成２１年度小学校パソコン
教室端末設定業務委託

東日本電信電話㈱茨
城支店

1,615,661 1,470,000

当該業者は、牛久市地域イントラネットの機
器リース・保守・ネットワーク監視業務を一
括受注しており、今回小学校のパソコン教室
に地域イントラネットを導入するにあたり、他
社と契約した場合、市に不利益を及ぼすこと
が明らかであるため。

1月14日
平成２１年度乳幼児医療福祉
市単独分現物給付対応シス
テム改修業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

3,727,500 3,727,500 システム構築業者のみが改修できるため。

1月18日
平成２１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㈱

96,600,000 96,600,000

清掃工場は、三菱重工㈱の独自設計施工
の施設であるため、同社保守整備部門の専
門子会社である当該業者でなければ点検整
備業務を履行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

1月28日
平成２１年度ひたち野うしく小
学校図書購入

㈱図書館流通セン
ター

12,075,000 12,075,000

学校図書館のシステムで利用している書誌
データは、当該業者のみ提供可能であり、
迅速な図書の貸出を開始するためには、図
書の納品とともに書誌データも併せて提供
を受ける必要があるため。

1月28日
平成２１年度下町ポンプ場汚
水ポンプ交換工事

㈱鶴見製作所東京本
社

1,680,000 1,575,000
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。

1月28日
平成２１年度灰固化施設集塵
機整備委託

中電興産㈱ 3,639,300 3,570,000
灰固化施設は、当該業者独自設計施工施
設であるため、詳細図面の入手等他業者で
は整備業務を履行することができないため。

2月4日
平成２１年度使用済み乾電池
等運搬及び処分業務委託
単価契約

東邦亜鉛㈱ 987,000 987,000

使用済み乾電池の処理には特殊な施設及
び技術が必要である。当該業者は、使用済
み乾電池を様々な原料にリサイクルし、残
渣を出さない処理方式を用いるため環境影
響も少ない。また、平成１３年度に処理工場
のある群馬県安中市と当該業者及び牛久
市の三者間において「関係住民の健康と生
活環境を保全する」協定を締結しているた
め。

2月18日
平成２２年度特定保健指導事
業業務委託

㈱つくばウェルネスリ
サーチ

4,830,000 4,830,000

保健指導事業は価格での評価が困難なた
め、当事業の前身となる国保ヘルスアップ
事業開始の平成１８年度に選定委員会を設
けて、客観的な評価基準を満たす当該業者
を選定、契約執行した。事業の効果的・継続
的な展開、経年的な評価のため当該業者と
の契約が適当であるため。

2月18日
平成２１年度庁舎自家発電設
備保守点検整備業務委託

㈱東京電機 672,000 627,900
発電機の点検整備に関しては、製造メー
カー以外での整備が出来ない事から、業者
を特定するものである。

2月18日
平成２２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

4,727,100 4,727,100 高齢者の雇用促進と活用促進を図るため。

2月22日
平成２１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 1,676,850 1,676,850 特定の業者が著作権を有しているため。

2月25日
平成２２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
㈱

540,225 539,700
システム開発業者以外保守ができないた
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25日
平成２２年度住民基本台帳
ネットワークシステム機器保
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、他業者では取扱いが出来な
いため。

2月25日
平成２２年度磁気テープ等保
管業務委託　単価契約

大日本印刷㈱水戸営
業所

520,396 501,790

昭和６３年に電磁的記録媒体保管場所の立
地条件として、自然災害の少ない場所に保
管倉庫を持っている業者を選定したことによ
る。

2月25日

ひたち野うしく小、ひたち野リ
フレイントラネット構築業務委
託（平成２１年度～平成２６年
度）

東日本電信電話㈱茨
城支店

5,158,650 5,155,500

地域イントラネットは、機器賃貸借・保守・
ネットワーク監視業務を当該業者がが一括
して受注しており、ネットワーク全体のシステ
ム構築・設定技術などに精通しているため、
ネットワークの安定稼働ためには当該業者
との契約が不可欠であるため。

2月25日
平成２２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
システム開発業者以外保守ができないた
め。

2月25日
平成２２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㈱ 4,849,349 4,721,220
システム開発業者以外保守ができないた
め。

2月25日
平成２２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ができないた
め。

2月25日
平成２２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
システム開発業者以外保守ができないた
め。

2月25日
平成２２年度ｅｌＴＡＸ年金特徴
ＡＳＰ審査・管理保守業務委
託

㈱日立情報システム
ズ茨城事業所流通営
業本部

552,825 552,825
システム開発業者以外保守ができないた
め。

2月25日
平成２２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

1,092,000 1,092,000
システム開発業者以外保守ができないた
め。

2月25日
平成２２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

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おり、平
成１６年度から平成２１年度まで、その経験
を活かしたシステム見直し提案がなされた。
このため、２２年度も市の現状を踏まえたよ
り良いＩＴ経費の見直し提案が期待できるた
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

2月25日
平成２２年度小中学校複写機
保守業務委託　単価契約

キヤノンシステムアン
ドサポート㈱茨城大
手営業部

5,044,200 5,044,200
製造メーカー系列以外の他のメーカーでの
保守管理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２２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4日
平成２２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㈱ 2,091,600 2,091,600

当該業者は、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、おもにエス
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。

3月4日
平成２２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

3,087,000 3,087,000 高齢者の雇用安定を図るため。

3月4日
平成２２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 630,000 630,000

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4日
平成２２年度経営マネジメント
システム再賃貸借

ジャパンシステム㈱ 558,180 558,180

当システムは当該業者が開発したものであ
り、かつ、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。

3月4日
平成２２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4日
平成２２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㈱ 12,048,750 11,812,500
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ため。

3月4日
平成２２年度焼却灰（飛灰）溶
融処理委託　単価契約

中央電気工業㈱環境
事業部

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4日
平成２２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。



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
平成２２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
ため。

3月4日
平成２２年度使用道徳等副読
本購入

㈱須沢 4,874,100 4,861,500

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。

3月11日
平成２２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

3,780,000 3,780,000
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11日
英語指導助手（ＡＥＴ）業務委
託（ひたち野うしく小分）（平成
２２年度～平成２３年度）

㈱ハートコーポレイ
ション

7,434,000 7,434,000

専門的知識・技能を有する英語指導助手（Ａ
ＥＴ）を派遣するという業務の特殊性により、
平成２１年１月１９日に実施した選定委員会
で決定された当該業者に、小学校７校での
平成２３年度までの業務を委託しており、今
回の追加の１名のＡＥＴも同じ業者に委託す
ることで全体の委託業務が適正に運用され
るように業者を特定するものです。

3月11日
平成２２年度ひたち野うしく駅
駐車場機器保守管理業務委
託

前野商事㈱ 1,562,400 1,512,000
当該駐車場管理システムを保守管理できる
のは、設置した業者のみであるため。

3月11日
平成２２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

875,670 875,670
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11日
平成２２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㈱茨城大
手営業部

6,047,193 6,047,193
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11日
平成２２年度リコー複写機、
複合機保守契約  単価契約

リコー販売㈱茨城支
社公共文教営業部

5,962,950 5,962,950
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11日
平成２２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
平成２２年度図書館システム
保守

㈱ニューライフ 645,750 630,000

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。

3月11日
平成２２年度中央図書館ＴＯ
ＯＬｉ（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。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
者のみのため。また、学校図書館ネットワー
ク支援の選書をする際、TOOLi検索オプショ
ン機能である学習件名検索・教科書単元検
索・読み物キーワード検索機能等が必要で
あるため。

3月11日
平成２２年度小中学校図書館
データベース使用料

㈱図書館流通セン
ター

409,500 409,500

学校図書館で利用している図書の書誌デー
タについては、当該業者のみ提供可能であ
り、そのデータベースを使用する必要がある
ため。

3月11日

平成２２年度図書館業務及び
学校図書館ネットワーク事業
支援・市内教育施設支援業
務委託

(特)リーブルの会 33,988,500 33,988,500

図書館と協働体制を取っている当該業者
と、図書館業務運営及び学校図書館ネット
ワーク事業支援及び市内教育施設支援業
務を行う必要があるため。

3月18日
平成２２年度ブックスタート
パック購入

(特)ブックスタート 859,950 859,950

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この法人
だけである。

3月18日
平成２２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

630,000 630,000
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。

3月18日
平成２２年度コミュニティＷＥ
Ｂサーバ借上げ

㈱つくばマルチメディ
ア

536,550 536,550

保守管理について開発業者に委託している
ため、サーバの借上げについても開発業者
に委託することが、迅速な対処・運営に必要
であると考えられるため。

3月18日
平成２２年度市民活動災害補
償制度業務委託

㈱みぞぐち商会 2,604,690 2,604,690
当該業者以外に、本設計に沿って履行でき
る業者がいないため。



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

3月18日
平成２２年度森づくり事業業
務委託

(特)アサザ基金 2,700,000 2,700,000

当該業者は、現地の植生・生物調査におい
て精通している。また、本事業は「ふるさと牛
久応援寄附条例」に基づく寄附金により、植
樹イベントを含めた植樹を行うもので、当該
業者と連携しての事業推進は寄附者の意向
であるため。

3月18日
平成２２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18日

平成２１年度国民健康保険非
自発的失業者に対する保険
料軽減措置対応システム改
修業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

4,252,500 4,252,500 システム開発業者以外改修できないため。

3月18日
平成２２年度広報配達業務委
託

(社)牛久市シルバー
人材センター

559,969 559,969
高齢者への雇用機会の提供と活動の促進
のため。

3月18日
平成２２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

8,158,154 8,158,154
高齢者への雇用機会の提供と活動の促進
のため。

3月18日
平成２２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

799,944 799,944
高齢者への雇用機会の提供と活動の促進
のため。

3月18日
平成２２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

2,578,008 2,578,008
高齢者への雇用機会の提供と活動の促進
のため。

3月18日
平成２２年度清掃工場運転管
理業務委託

重環オペレーション
㈱

246,750,000 246,225,000

清掃工場は、三菱重工㈱の独自設計施工
の施設であり、運転条件、公害防止基準等
を達成するには、同社プラント運転部門の専
門子会社である当該業者でなければ遂行す
ることができないため。

3月18日
平成２２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

当該業者は、行政区の各ステーションの位
置を熟知し、長年において資源物回収の実
績があり、市民からの信頼を受けているた
め。

3月18日
平成２２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、市民とも関わ
りが多く、信頼を受けているため。



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24日
平成２１年度子ども手当シス
テム構築業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

9,975,000 9,975,000
基幹システム構築業者以外システム改修で
きないため。

3月25日
平成２２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

11,523,750 11,523,750 高齢者の雇用促進と活用促進を図るため。

3月25日
平成２２年度学校給食ゼロエ
ミッション業務委託

(特)エコライフ 3,328,500 3,328,500

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。

3月31日
平成２２年度ごみの収集及び
運搬業務委託（１）  単価契約

㈱そめや 58,330,965 58,330,965

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
を要する業者であり、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31日
平成２２年度新資源回収及び
運搬業務委託（１）

㈱そめや 32,333,490 32,333,490

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
を要する業者であり、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31日
平成２２年度ごみの収集及び
運搬業務委託（２）  単価契約

㈲栄広社 48,222,825 48,222,825

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
を要する業者であり、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31日
平成２２年度新資源回収及び
運搬業務委託（２）

㈲栄広社 29,291,850 29,291,850

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
を要する業者であり、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31日
平成２２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 18,650,730 18,650,730

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
を要する業者であり、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。



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31日
平成２２年度新資源回収及び
運搬業務委託（３）

㈲ワタベ商会 14,458,500 14,458,500

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
を要する業者であり、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。


